
■中禅寺湖畔ボートハウスは国際避暑地として栄えた歴史を持つ中禅寺湖畔に、昭和20年代の水辺
リゾート施設として建設された建物を当時の姿にできる限り復元したものです。湖畔の豊かな自然
や水とのふれあいの場として、また美しい中禅寺湖畔の風景の中でのひとときを堪能できる休憩施
設です。

中禅寺湖畔ボートハウス

■ご案内

第30回 日本診療放射線技師学術大会
第21回 東アジア学術交流大会

会　期：平成26年９月19日㈮～21日㈰

会　場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza

　　　　（大分県別府市山の手町12番１号）

主　催：公益社団法人 日本診療放射線技師会

共　催：公益社団法人 大分県放射線技師会

参加登録：事前登録（平成26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

第2回 栃木MRI技術研究会

日　時：平成26年８月23日㈯　13：30～18：00

会　場：宇都宮東武ホテルグランデ ６F 瀧田

　　　　（宇都宮市本町５-12）

会　費：500円（学生は参加費無料）

共　催：栃木MRI技術研究会

　　　　バイエル薬品株式会社

代表世話人：小黒 清（獨協医科大学病院 放射線部）

※磁気共鳴専門技術者認定更新点数…５単位　

※研究会終了後、１階「オアシス」にて情報交換会を

　予定

■今年も早や半年が過ぎましたが、皆さん前半にやり残し

たことはありませんか？

　さて、Ａｉに関する情報です。

　死因究明等推進計画が６月13日に閣議決定されました。

日本における死因究明のあり方が大きく変わろうとしてい

ます。その計画の中でＡｉに関する方策も取り上げられて

おります。そこで、日本医師会が主体となり小児Ａｉモデ

ル事業がいよいよ始まります。小児死亡全例のＡｉを目指

した事業ですので、小児の先天性疾患による死亡や虐待死

が減少してくれることを期待したいです。

〔編集責任者　樋口清孝〕

編 集 後 記

■平成26年度　活動予定表
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巻頭言

リスクコミュニケーションを考える

一般社団法人　栃木県診療放射線技師会

　　　　 会　長　神　山　辰　彦

　2011年（平成23年）３月11日㈮東日本大震災が発
生し、東京電力福島第一原子力発電所の事故により
放射性物質が環境中に放出され、福島県および近隣
県を含む広範囲にわたり汚染がもたらされた。

◎リスクを高く感じる要因
※参考：吉川筆子「リスクとつきあう」：人はリス
クの大小だけで判断しない（2000年）
　・非自発的にさらされる
・不公平に分配されている
・個人的な予防行動では避けることができない
・よく知らない、新奇なものである
・人工的なもの
・隠れた、取り返しのつかない被害がある
・小さな子供や妊婦、後の世代に影響がある
・通常とは異なる死に方をする
・被害者を知っている
・科学的に解明されていない
・信頼できる複数の情報源から矛盾した情報が伝
えられる

　　　　
　現在の状況は、上記の要因にあるように、多くの
住民が放射線被ばくのリスクに対して少なからず不
安を感じているといえる。
　日本診療放射線技師会は、環境省委託業務『平成
26年度原子力災害影響調査等事業（福島県外におけ
る住民の個人被ばく線量把握事業）』を受託するこ
とになり、本会も賛同し協力することになった。委
託業務とは、国（環境省）に代わって業務を行うと
いうことであり、予算規模が約３億5,000万円という
大きな事業である。栃木県に関する事業内容は、県
内の８市町（佐野市・鹿沼市・日光市・大田原市・
矢板市・那須塩原市・塩谷町・那須町）の汚染状況
重点調査地域の地域住民（個人線量計の取扱いに習
熟している日本診療放射線技師会会員とその家族な
どが中心）に個人線量計（ガラスバッジ・Dシャト
ル・DOSEe-nanoの３種類）を配布して、被ばく線量

の把握と解析をすることであるが、地域住民の被ば
くに対する不安に応えていくことも含まれている。
その方法として『リスクコミュニケーション』があ
り、今回の委託事業だけでなく、日常業務の被ばく
相談にも通じるものなので、『リスクコミュニケー
ション』とはどういうことなのかを書いてみる。

　始まりは、1970年代のアメリカで、“科学的な知識
を与えたり、専門家が行ったリスク評価の結果を教
えたりする”活動（教育・啓蒙活動）として始まっ
た。原子力を怖がるのは正しい知識がないからであ
り、正しい知識を提供すれば、「安全」であると理
解できるハズであるという考え方である。人々の考
えを専門家に近づけることが目的であり、原子力リ
スクの小ささを示すために、車の運転や喫煙リスク
と比較したりしたが、成果は上がらず、むしろ人々
からの反感と不信感が増す結果となった。そこで、
新しい『リスクコミュニケーション』が考えられ、
“リスク問題について関係者間で情報をやりとりする
プロセス”とし、結果は求めないこと。『リスクコ
ミュニケーション』とは、相手の気持ちを変えること
ではなく、相手と気持ちを通わせ、リスクについて
一緒に考えることとし、【共考】という考えである。

◎『リスクコミュニケーション』における７つの基本的なルール
　１、人々をパートナーとして受け入れ、関与させること

人々の心を抑え込んだり行動を変えさせたり
することではない

　２、注意深く計画をたて、結果を評価すること
多様な目的、受け手、メディアそれぞれに応
じた行動が必要である

　３、人々の特別な関心を注意深く聞くこと
人々はしばしば、信頼や能力、公平さ、共感
をデータ以上に重視する

　４、正直に、素直に、隠し事をしない
信頼を得ることは難しい。一旦失えば再生は
不可能かもしれない
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報 告
会 員 報 告 第１回 ハート♥クロス✚フェスタ

開催される
　当院では今年度より日赤健康週間のイベントの開催方法が変更になりました。
　昨年度までは５月８日の世界赤十字デーの日を含む週の一週間を日赤健康週間として、午前中開催して
きましたが、主に患者やその家族が対象となり盛り上がりに欠け、マンネリ化してきたこともあり、委員
会で検討した結果、一般市民を対象に休診日の一日で開催することになりました。開催に当たり、催しの
ネーミングを募集し、検討の結果「ハート♥クロス✚フェスタ」に決まりました。
　開催日時は休診日の土曜日、平成26年５月10日㈯の10時～15時30分まで、第１回目の開催としました。
　催し物の内容は、立川らく朝さんの「健康落語」、ハートクロスコンサート、救急車・救護車両展示、
看護服・救護服を着た 「ちびっ子写真撮影」、出店・炊き出し、栄養・お薬相談、認定看護師の活動と相
談、身体機能・運動機能測定などが実施されました。
　さらに医療系を目指す高校生を対象に「手術体験と放射線科見学」が計画されました。この計画を実施
するに当たり、近隣の高等学校へインフォメーションし、当院のホームページから参加希望者の申し込み
を募った結果、予想より多い168名の参加希望者がありました。選考の結果、33名に絞り３グループに分
けて実施することになりました。放射線科見学では１グループ50分程度とし、将来の診療放射線技師の誕
生を願いつつ、各機器担当者による的確な説明が実施されました。
　放射線科の開催内容は、栃木県診療放射線技師会から放射線展用パネルを借用して展示、放射線検出器
による当日の放射線量測定の実施、３ＤＣＴ画像体験（東芝メディカルのご協力）、乳がん触診モデルに
よる体験とＦＰＤの展示（富士フイルムメディカルのご協力）などを行いました。
　開催日が決まってからの準備期間が短い中、診療放射線技師スタッフ一同の頑張りで、綺麗な飾り付け
もでき、第１回目としては素晴らしい開催内容になりましたことを報告します。

茂　木　常　男
（足利赤十字病院）

　５、信頼できる（組織内）人々と協力すること
リスクを伝えようとする組織内部に対立があ
れば、コミュニケーションはより困難になる

　６、メディアのニーズを考慮すること
メディアはリスクそのものよりも政策に、複
雑なものより単純なものに、安全より危険に
興味をもつものである

　７、明解かつ思いやりをもって話すこと
病気やけがや死といった悪い事柄が起こるか
もしれないことも素直に伝える。人々は同意
しないかもしれないし満足しないかもしれな
いが、リスク情報を理解できる

◎「リスクに関わる認知バイアス」
　・基本的に人間はリスク回避的　
　　⇒リスクを大きく見積もる
　・ベネフィットがあれば低く見積もる　
　　⇒長所・利点があれば
　・自分個人のリスクは低くとらえがち
　　（ポジティブバイアス）⇒喫煙、車の運転
　・出来事に意味や規則性を見出そうとする　
　　⇒血液型の性格判断、雨男、雨女
　・予想が実現すると実際以上に起こりやすく感じる
　　⇒「やっぱり効果」、甲状腺がん
※専門家（私たちも）のリスク評価は、確率に注目
しやすいし、計算できないもの（データがない・
判定が困難なもの）は無視しやすいが、人々（住
民）は確率よりも結果に注目し、計算できない被
害にも注目している。

◎福島事故後のリスクコミュニケーションに求めら
れること
　緊急時対応から復興・再生期への転換
　・初期の問題をどう克服していくか
　　⇒事故後の被ばく線量の計測が不十分（子供の

甲状腺に対する影響を判断する基礎情報が不
足）、汚染状況の情報開示が遅れた（危険な所
に行ってしまった。高い汚染のある所に留
まってしまった）

　　⇒丁寧な調査を継続する。“取り返せる”ことを
伝える。

・健康管理は全体／平均から個人レベルへ（個人
被ばく線量把握の役割は大きい！）

　　⇒人々は「自分の」「自分の子供の」情報が知
りたい（継続的な検査が必要。検査結果につ
いての丁寧な説明が必要）

・リスクだけでなく、リスクの抑制・管理方法（人
はリスクを伝えられるだけでは不安になる）

　　⇒リスクの抑制・管理方法を自分の生活の中で
見出す必要あり。“コントロールできている”
と感じれば安心できる。「国・専門家に任せ
てください」は通用しない。

　　⇒リスク管理の方法を共に考える

◎人々が知りたいことは？
　・放射線の影響を修復する力がある
　　⇒どうやったら修復力を高めることができるのか？
　・放射性物質は体内に蓄積し続けない
　　⇒代謝や排泄のことを伝える必要あり、化学物

質も同様
・他の病気の原因を少なくする（抵抗力をつける
こと）が重要

　　⇒健康に良くないものとは
・がんは不治の病ではなくなりつつある
　　⇒チェルノブイリの甲状腺がん（3,000～4,000人

の発症、死亡数15名）、小児白血病（急性リ
ンパ球白血病）の治癒率は80％、早期発見は
重要（健康管理のためにも検診を）

　ただし、人々が心配しているのはがんだけでは
ない！（心筋梗塞？）
　　

　以上は、日本診療放射線技師会の事務所で開催さ
れた委託事業説明会（４/19）での『福島事故後の
リスクコミュニケーション』～相手を尊重しリスク
との付き合い方を考える～　講師：土屋智子氏／特
定非営利活動法人HSEリスク・シーキューブ（東京
大学政策ビジョン研究センター 特任研究員）の講演
をまとめたものである。

◎信頼は様々な基準で判断される
　・能力：専門的な知識や問題解決能力があるか
・客観性：偏った見方をしていないか　
　　⇒たくさんの方法を選択させる
　・誠実さ：正直に話しているか
・共感力：聞き手への配慮をしているか　
　　⇒説得することはダメ
　・ダイナミズム：熱意をもっているか

　最後に、『リスクコミュニケーション』の目的
は、人々を変えるのではなく、信頼関係を築くこと
に尽きる。私たちは、誠実さ・共感力・熱意が特に
求められることを意識しなければならない。

記：2014年６月20日
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会 告
診療放射線技師法施行令の一部を
改正する政令の施行について

　標記の件につきまして、以下のとおり厚生労働省医政局長から通知がありました。

　会員各位はご承知おきください。

医 政 発

各都道府県知事　殿

厚 生 労 働 省 医 政 局 長

診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令の施行について

記

（ 公 印 省 略 ）

平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日
０ ６ ２ ５ 第 ８ 号

　「診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令」（平成26年政令第２２６号）
が本日付けで公布・施行されたところである。
　この政令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内の市町村（特別区
を含む。）、関係機関、関係団体等に周知方願いたい。

１　政令の内容
　診療放射線技師法（昭和２６年法律第２２６号）第２４条の２の規定により、診
療放射線技師は、医師又は歯科医師の指示の下、診療の補助として、磁気共鳴画像
診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用
いた検査を行うことを業とすることができるとされているが、この装置として「核
医学診断装置」を新たに加えるものとしたこと。

２　施行期日
平成２６年６月２５日
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会 告
平成26年度 第４地区

第１回卒後教育講座の開催について

　本会の法人格が変更され、今までにも増して技師会活動を活発に行っていきたいと

考えております。そこで、今年度の技師会の方針でもありますように、地区の卒後教

育講座を２回行います。まず第１回目といたしまして、下記のとおり開催いたします。

　つきましては、会員多数の皆様にご理解をいただきご参加くださいますよう、ご案

内申し上げます。

記

日　時：平成26年９月２日㈫　19時00分（18時30分受付）

会　場：足利赤十字病院　健診棟１階セミナールーム
　　　　　足利市五十部町284‒1

　　　　　TEL 0284‒21‒0121

内　容：ポータブルFPDの最新動向～Virtual guridの運用～
　　　　講師：富士フイルムメディカル株式会社　MS部　宮野　武晴　様

参加費：会員・学生は無料、非会員は3,000円となります。

報 告
開 催 報 告 平成26年度

関東甲信越診療放射線技師学術大会に
参加して

　今年度の関東甲信越診療放射線技師学術大会

は、茨城県が開催担当県となり、『つくば国際会

議場（エポカルつくば）』にて、平成26年６月28

日㈯・29日㈰に開催された。前日の金曜日は、北

関東地域拡大会長会議（会長、副会長、教育委

員）及びその後には学術大会拡大役員会（北・南

関東地域の会長及び副会長がメイン）が開催され

た。本会から、小黒副会長・柳沢副会長・吉成学

術部長・神山の４人が出席した。自己紹介から始

まるのだが、埼玉県：小川氏から田中氏、茨城

県：横田氏から長谷川氏、新潟県：本望氏から笠

原氏、神奈川県：窪田氏から高橋氏、山梨県：清

水氏から佐野氏へと10県中５県が新しい会長に変

わっていた。それに伴い副会長も新しく交代とな

り、各県は新体制として活動を開始している。こ

こ数年の法人格取得活動が一段落したので、心機

一転、再スタートということだと思う。本会は来

年が役員改選の年であり、新しい役員、新体制に

変わることを心より期待している。

　議題・報告として、６/７のJART総会にて北関

東地域理事が本望氏（新潟県）から横田氏（茨城

県監事）、南関東地域理事は篠原氏（東京都会

長）に交代となった。関東甲信越学術大会の

JART分担金（地域別に）は150万円から120万円

に減額されたが、地域振興費30万円（今年度の

み）があり合計300万円（150万円×北・南地域）

で開催することが可能となった。会員数の減少と

技術学会との合同開催（関東地域は合同開催して

いないが）が理由である。来年度から60万円の減

で学術大会を開催していくことになる。その千葉

大会は、平成27年６月20日㈯・21日㈰に会場：市

川市文化会館（JR本八幡駅：東京駅から30分弱）

で開催される。大会長の千葉会長は、『ecoな大
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埼玉県が開催担当県になることが決定した。今回
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で、本会が今年度に開催を計画している静脈注射
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あって広々としており、昨年の横浜大会（会場が
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ず容易であった。大会テーマ『放射線技術の進

化・新化・深化』として、過去の技術からより進

化したものを追求する学術大会である。教育講演

の茨城県立医療大学の佐藤教授は、「全国的に活

用されている患者の被ばく線量推定法であるＮＤ

Ｄ法が患者表面吸収線量から患者臓器吸収線量

（モンテカルロ法を追加）を推定できる方法へと
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議事を進める
須藤議長

執行部（左より神山会長、小黒副会長、柳沢副会長）

監事（左より野澤監事、茂木監事）

開 催 報 告
報 告

第90回 栃木県診療放射線技師会
総会報告

　　　　■開　催　日：平成26年６月14日㈯　16時45分　開会
　　　　■開 催 場 所：とちぎ健康の森　とちぎ健康づくりセンター　大会議室
　　　　■正会員総数：457名
　　　　■有効出席者数：301名（内訳：本人出席者37名、委任状出席者231名、書面表決出席者33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：金田　幹雄（獨協医科大学　日光医療センター）　
　　　　　　　　　　　牧島　正道（栃木県立がんセンター）

　開会に先立ち35年・20年勤続功労表彰が執り行われ、表彰状と記念品が進呈された。
　会長神山辰彦の開会挨拶に続き、総会運営委員長が当日16時30分時点での正会員数と出席者数を報告、
総会が有効に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会場に諮ったところ、満場一
致をもって執行部案が採択され、議長に須藤昌彦、議事録作成人に福田敏幸、議事録
署名人に金田幹雄、牧島正道が選出された。
　第１号議案：平成25年度事業経
過報告、第２号議案：平成25年度
会計決算報告、第３号議案：平成
25年度公益目的支出計画実施報告
書について会長及び財務部長が説

明を行い、会場より質問がないため、議長が採決を行
い、賛成多数で承認された。
　第４号議案：平成25年度監査報告、平成25年度公益
目的支出計画実施報告書に関する監査報告について、
茂木監事より予算が問題なく執行された旨が報告さ
れ、会場より質問がないため、議長が採決を行い、賛
成多数で承認された。
　第５号議案：平成26年度事業計画・収支予算書につ
いて会長及び財務部長が説明と報告を行った。
　以上、議事がすべて終了し、副会長小黒清による閉
会挨拶により、散会となった。

　　　　　　　　総会運営委員長　寺　島　洋　一

6



平成26年度
第1回卒後教育講座開催報告

報 告
開 催 報 告

　梅雨の時節にも関わらず天候に恵まれ、多数の会員にご参加いただいたこ
と、実行委員一同感謝の念に堪えません。　
　自治医科大学の人気講師である篠崎先生をお招きし、胸部放射線検査の要
点について、画像を用いてわかりやすくご解説いただきました。
　特にＣＴの薄いスライスでの病変解釈について、とても参考になったとの
声が受講者から寄せられていました。この講座での学習を各施設での検査に
活かしたいとの声も聞かれ、受講された皆様の今後のステップアップにつな
がったのではないかと思います。
　今後、診療放射線技師の業務に読影補助が加わる予定であり、学術部とし
てもさらに卒後教育講座に力を入れていきたいと考えております。
　また、この場をお借りして講師を快諾いただいた篠崎先生に深く感謝申し
上げます。

学術部　寺　島　洋　一

■日　　時：平成26年６月14日㈯　15：00～　　

■会　　場：とちぎ健康の森　とちぎ健康づくりセンター 大会議室　

　　　　　　宇都宮市駒生町3337-1　TEL 028-623-5858

■内　　容：読影の補助「胸部放射線検査の要点」

■講　　師：篠崎　健史 先生　自治医科大学放射線医学教室　講師

■参加人数：61名（非会員　１名）

▲自治医科大学　篠崎　健史 先生

開 催 報 告
報 告

『診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー』
参加者アンケート結果

　平成26年６月15日㈰、会場：とちぎ健康の森（とちぎ生きがいづくりセンター）にて開催された『診療
放射線技師のためのフレッシャーズセミナー』の参加者（23名）にアンケートを行ったのでその結果を報
告します。
 だいぶお疲れのようも感じますが、入職者の現在の気持ち、将来の希望などを理解していただければと
思います。

１、診療放射線技師になった理由は何ですか？
・中学生の時の職業体験の経験と地域の人に貢献したいという思いから。
・多くのモダリィティを勉強でき、多方向から疾患に対してアプローチできる職種だと思ったため。
・医療系の職業につきたいと思ったことと高校時代に理数系の科目が得意だったため。
・父が医療関係の仕事をしていることもあり、昔から医療関係の仕事をしたいと考えていました。その中
で、父に診療放射線技師を勧められたことから少し興味を持ち始め、高校時代に自分がMRI検査を受け
て、この職業に強く興味を持ったことがきっかけで診療放射線技師になりました。

・理数が好きで、かつ医療に興味があったため。
・膝を怪我したときにレントゲンを撮ってもらい、骨が見えることに驚きを感じて原理を知りたいと思ったから。
・元来、医療系の仕事に就きたいと思っていた。また同時に機械にも興味があったので、様々な機械を用い
て体の中を検査する診療放射線技師という職業に興味を持つようになった。

・正確な診断ができる検査を技師にして欲しかったから。
・多くの患者さんの診断を手助けしたいと考えたため。
・祖母がガンになり、発見された時には手遅れだったこともあり、検診に興味をもった。診療放射線技師の
見えないものを見えるようにするという仕事を知り、なりたいと思った。

・医療従事者になりたかった。撮影した画像が診断に用いられることについて、すごい、やってみたいと感
じたため。

・高校１年時にCT検査を受け、診療放射線技師という職業を知り、憧れをもったため。
・医療の現場では病気を早期発見することは重要で、小さな異常でも画像として写すことのできる診療放
射線技師に興味を持ったことがきっかけです。

・母が看護師であったため、放射線技師という仕事があるということを聞いたことがきっかけ。
・目に見えない放射線の存在を知り、その放射線を使って自分にしか扱えない方法で患者さんの力になれ
たらと思い技師になりました。

・母が看護師で医療に興味があり、また手に職を持ちたいと思ったため。
・ケガをした時に放射線技師にお世話になっており、それを機に自分も放射線技師になりたいと思いました。

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？
・さらに知識を深め、患者さんの役に立てる技師になりたい。
・自分の分野だけでなく、広い知識をもって、いろいろなことに対応できる技師になりたい。
・撮影、知識、態度など、すべての面でスペシャリスト。
・患者様に優しく、安全・安心な医療を提供すると共に、他のスタッフからも信頼される技師になりたい。
・撮影を安心して任せてもらえるような医療現場で頼られる存在、何度か会っている受診者の方や初め
て会う受診者の方にも検査中への不安を取り除き安心を与えられるような存在、以上のような診療放
射線技師を目指したいと思います。
・患者さんに不安を与えず、確実な検査を行える技師。
・患者接遇を大切にし、この技師に検査してもらえて良かったと思われる技師になりたい。
・医療機器や検査知識に精通した技師。
・患者さんのことを第一に考え、寄り添える技師。
・マンモグラフィー認定技師の資格をとりたい。
・医師を筆頭に、他の部門からも信頼される技師。
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報 告
開 催 報 告

・読影できる技師。チーム医療の中で大きな役割を担うことのできる技師。
・マニュアル通りに業務を行うことは当り前ですが、プラスアルファ応用が利く技師になりたいです。
・常に患者さんに気をくばり、ドクターともコミュニケーションをとれる技師。
・医師がどのようなことを求めているか、考えをもって検査ができる技師。
・どんな状況でもその場での最善を尽くして最良の画像を提供することのできる技師。
・初心を忘れない技師。
・患者様のことを第一に考え、病気の知識、機械の知識をしっかりともてるような技師。
・患者様のことを第一に考えられる技師になりたいです。

 ３、仕事に対するモットー（心がけ）は何ですか？
・患者様の立場に立って思いやりのある行動を心がけています。
・一検査を全力で。
・安全な業務を行う。
・注意と心遣いができるように。
・患者さん第一。より多くの人の笑顔を見る（になってもらう）こと。
・誠心誠意
・自分が病院に行って思うことは、長い時間待たされることなので、私は患者さんを待たせないように
心がけています。
・患者さんの気持ちを考える。
・患者接遇をしっかりすること。
・より多くのことを吸収し、成長する。
・自分からすすんで仕事を行う。
・笑顔で患者さんに接する。
・安全第一の検査。
・気配りを大切に、分からない事は聞く。チェックを忘れない。
・患者さんから不安を取り除き、安心を与えられるよう努める。
・向上心を持ち、人とのつながりを大切にする。
・責任と意欲がモットーです。
・患者さんの前では明るく対応する。体調管理はしっかり整える。

４、今後、特にどのような部門を学んでいきたいですか？（単純撮影、ＣＴ、ＭＲＩ、治療など）
※複数の回答あり
・単純撮影（マンモ含む）８名　　・ＣＴ検査　７名　　・MRI検査　７名　　・放射線治療　２名
・核医学　２名　　　　　　　　　・透視検査　１名　　・救急撮影　２名　

５、今、一番したいことは何ですか？（休みたい、旅行、研修を受けたいなど）
※複数の回答あり
・旅行（海外も）　９名　　・休みたい　　　４名　　・研修　　　　３名　　・自分の時間　２名
・仕事を覚えたい　２名　　・ライブに行く　１名　　・運動をする　１名

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～　　医療安全　 　　　　　福田敏幸（常務理事）
・10：30～　　マナー・エチケット　 神山辰彦（会長） 
・11：00～　　感染対策　　　　　　 神山辰彦（会長） 　
・12：00～　　昼食（DVD視聴）　　『１枚のコイン』　　　
・12：45～　　入会案内　　　　　　 金田幹雄（財務部長）
・13：15～　　気管支解剖　　　　　 吉成亀蔵（学術部長）
・15：00　　　解散

議事を進める
須藤議長

執行部（左より神山会長、小黒副会長、柳沢副会長）

監事（左より野澤監事、茂木監事）

開 催 報 告
報 告

第90回 栃木県診療放射線技師会
総会報告

　　　　■開　催　日：平成26年６月14日㈯　16時45分　開会
　　　　■開 催 場 所：とちぎ健康の森　とちぎ健康づくりセンター　大会議室
　　　　■正会員総数：457名
　　　　■有効出席者数：301名（内訳：本人出席者37名、委任状出席者231名、書面表決出席者33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：金田　幹雄（獨協医科大学　日光医療センター）　
　　　　　　　　　　　牧島　正道（栃木県立がんセンター）

　開会に先立ち35年・20年勤続功労表彰が執り行われ、表彰状と記念品が進呈された。
　会長神山辰彦の開会挨拶に続き、総会運営委員長が当日16時30分時点での正会員数と出席者数を報告、
総会が有効に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会場に諮ったところ、満場一
致をもって執行部案が採択され、議長に須藤昌彦、議事録作成人に福田敏幸、議事録
署名人に金田幹雄、牧島正道が選出された。
　第１号議案：平成25年度事業経
過報告、第２号議案：平成25年度
会計決算報告、第３号議案：平成
25年度公益目的支出計画実施報告
書について会長及び財務部長が説

明を行い、会場より質問がないため、議長が採決を行
い、賛成多数で承認された。
　第４号議案：平成25年度監査報告、平成25年度公益
目的支出計画実施報告書に関する監査報告について、
茂木監事より予算が問題なく執行された旨が報告さ
れ、会場より質問がないため、議長が採決を行い、賛
成多数で承認された。
　第５号議案：平成26年度事業計画・収支予算書につ
いて会長及び財務部長が説明と報告を行った。
　以上、議事がすべて終了し、副会長小黒清による閉
会挨拶により、散会となった。

　　　　　　　　総会運営委員長　寺　島　洋　一
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報 告
開 催 報 告 平成26年度

関東甲信越診療放射線技師学術大会に
参加して

　今年度の関東甲信越診療放射線技師学術大会

は、茨城県が開催担当県となり、『つくば国際会

議場（エポカルつくば）』にて、平成26年６月28

日㈯・29日㈰に開催された。前日の金曜日は、北

関東地域拡大会長会議（会長、副会長、教育委

員）及びその後には学術大会拡大役員会（北・南

関東地域の会長及び副会長がメイン）が開催され

た。本会から、小黒副会長・柳沢副会長・吉成学

術部長・神山の４人が出席した。自己紹介から始

まるのだが、埼玉県：小川氏から田中氏、茨城

県：横田氏から長谷川氏、新潟県：本望氏から笠

原氏、神奈川県：窪田氏から高橋氏、山梨県：清

水氏から佐野氏へと10県中５県が新しい会長に変

わっていた。それに伴い副会長も新しく交代とな

り、各県は新体制として活動を開始している。こ

こ数年の法人格取得活動が一段落したので、心機

一転、再スタートということだと思う。本会は来

年が役員改選の年であり、新しい役員、新体制に

変わることを心より期待している。

　議題・報告として、６/７のJART総会にて北関

東地域理事が本望氏（新潟県）から横田氏（茨城

県監事）、南関東地域理事は篠原氏（東京都会

長）に交代となった。関東甲信越学術大会の

JART分担金（地域別に）は150万円から120万円

に減額されたが、地域振興費30万円（今年度の

み）があり合計300万円（150万円×北・南地域）

で開催することが可能となった。会員数の減少と

技術学会との合同開催（関東地域は合同開催して

いないが）が理由である。来年度から60万円の減

で学術大会を開催していくことになる。その千葉

大会は、平成27年６月20日㈯・21日㈰に会場：市

川市文化会館（JR本八幡駅：東京駅から30分弱）

で開催される。大会長の千葉会長は、『ecoな大

会としたい。演題セッションをモダリティ別

（CTやMR）から領域別（頭部や腹部など）に変

更していきたい』などと話された。平成28年度は

埼玉県が開催担当県になることが決定した。今回

の186通常国会で診療放射線技師に関する法案が

すべて可決された。

①造影剤の血管内投与、静脈注射（針刺しを除

く）の業務、②下部消化管の業務、③画像誘導放

射線治療の業務等の業務範囲の拡大について、さ

らに技師法第26条の改定であるＸ線胸部検診車の

医師の立ち合いは不要などの法案である。そこ

で、本会が今年度に開催を計画している静脈注射

（針刺しを除く）の講習会は、今回の結果を鑑

み、国の動向を見ながら開催していきたいと思っ

ている（既に講習会を受けた者については救済処

置等を考慮していく）。

　学術大会の会場は、国際会議場ということも

あって広々としており、昨年の横浜大会（会場が

３ヵ所と離れていた）とは違い、１ヶ所で済んだ

ことが一番のメリットであった。参加者の移動時

間も少なくて済み、梅雨の雨や雷雨にも悩まされ

ず容易であった。大会テーマ『放射線技術の進

化・新化・深化』として、過去の技術からより進

化したものを追求する学術大会である。教育講演

の茨城県立医療大学の佐藤教授は、「全国的に活

用されている患者の被ばく線量推定法であるＮＤ

Ｄ法が患者表面吸収線量から患者臓器吸収線量

（モンテカルロ法を追加）を推定できる方法へと
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進化し、茨城県技師会ＨＰからダウンロードが可

能」と話された（７月以降になるという）。

　公開講座として、『サルコペニア肥満予防のた

めの簡単若返り筋トレ法』と題し、“世界一受け

たい授業”や“ためしてガッテン”等のＴＶ出演でお

馴染みの筑波大学大学院の久野譜也教授の講演が

あった。サルコペニア（加齢に伴う筋量・筋力低

下）と肥満（脂肪量の増加）を予防することにつ

いて、科学的根拠に基づく３原則は、

　１）食事の工夫で摂取カロリーを抑える

　２）ウォーキングなどの有酸素運動で脂肪を燃

焼する

　３）筋トレで筋肉量を維持・増大し、基礎代謝を

維持・増進する

であり、「元気で長生き」「寝たきりを防ぐ」こ

との対策となる。減量だけではダメ、ウォーキン

グだけでもダメ、筋肉を鍛えること（実際は筋肉

量を維持することになる）も必要だということを

解説した。この筋トレは、何才から始めても効果

があり、簡単な４～６種目を10回×１セットとし、

10週間のプログラムで始める（詳細は久野先生の

著書を購入のこと）。日常では、「移動」を「運

動」と捉えることが大切で、20分以上続けて歩い

ても、20分を細切れに歩いても効果は同じである

から、駐車場ではなるべく遠くに停めること、エ

レベータより階段を使うことなどを意識して生活

することが重要であり、『歩くことは足し算と考

えると良い』と話された。ということは、タバコ

を吸うのにわざわざ院外まで歩くことは良いこと

なのか？

 

　つくば市といえば筑波山、そして筑波山麓に伝

わる名物ガマの油売りの口上（四六のガマ、前足

の指が四本、後足の指が六本、合わせて四六のガ

マの油が原料という万能な薬を売る香具師〈や

し〉）がある。

　土曜日の情報交換会において、それを身近で見

ることができた。『サァーサァーお立会い、御用

とお急ぎでない方はゆっくりと聞いておいで、見

ておいで』と始まるわけだが、演じている香具師

をよく見ると、今回の横田浩大会長その人であっ

た。この日のために、１年間、修業をした成果を

披露していたのである。開会式の挨拶、大会長講

演「放射線検査は怖くない」、座長、閉会式など

を滑舌に、そして流暢にこなしていける理由がわ

かった気がした。来年の大会長は困ったなという

顔をしていたが。どうなることやら？

　今朝、その横田大会長から『茨城の横田です。

この度は大変お世話様になりました。皆様のご支

援とご協力のお陰様を持ちまして、何とか無事に

大会を終える事が出来ました。』とお礼のメール

が届いたことを報告し、拙い文を締める。

会長　神　山　辰　彦

報 告
開 催 報 告

会 告
診療放射線技師法施行令の一部を
改正する政令の施行について

　標記の件につきまして、以下のとおり厚生労働省医政局長から通知がありました。

　会員各位はご承知おきください。

医 政 発

各都道府県知事　殿

厚 生 労 働 省 医 政 局 長

診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令の施行について

記

（ 公 印 省 略 ）

平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ２ ５ 日
０ ６ ２ ５ 第 ８ 号

　「診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令」（平成26年政令第２２６号）
が本日付けで公布・施行されたところである。
　この政令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内の市町村（特別区
を含む。）、関係機関、関係団体等に周知方願いたい。

１　政令の内容
　診療放射線技師法（昭和２６年法律第２２６号）第２４条の２の規定により、診
療放射線技師は、医師又は歯科医師の指示の下、診療の補助として、磁気共鳴画像
診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用
いた検査を行うことを業とすることができるとされているが、この装置として「核
医学診断装置」を新たに加えるものとしたこと。

２　施行期日
平成２６年６月２５日
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報 告
会 員 報 告 第１回 ハート♥クロス✚フェスタ

開催される
　当院では今年度より日赤健康週間のイベントの開催方法が変更になりました。
　昨年度までは５月８日の世界赤十字デーの日を含む週の一週間を日赤健康週間として、午前中開催して
きましたが、主に患者やその家族が対象となり盛り上がりに欠け、マンネリ化してきたこともあり、委員
会で検討した結果、一般市民を対象に休診日の一日で開催することになりました。開催に当たり、催しの
ネーミングを募集し、検討の結果「ハート♥クロス✚フェスタ」に決まりました。
　開催日時は休診日の土曜日、平成26年５月10日㈯の10時～15時30分まで、第１回目の開催としました。
　催し物の内容は、立川らく朝さんの「健康落語」、ハートクロスコンサート、救急車・救護車両展示、
看護服・救護服を着た 「ちびっ子写真撮影」、出店・炊き出し、栄養・お薬相談、認定看護師の活動と相
談、身体機能・運動機能測定などが実施されました。
　さらに医療系を目指す高校生を対象に「手術体験と放射線科見学」が計画されました。この計画を実施
するに当たり、近隣の高等学校へインフォメーションし、当院のホームページから参加希望者の申し込み
を募った結果、予想より多い168名の参加希望者がありました。選考の結果、33名に絞り３グループに分
けて実施することになりました。放射線科見学では１グループ50分程度とし、将来の診療放射線技師の誕
生を願いつつ、各機器担当者による的確な説明が実施されました。
　放射線科の開催内容は、栃木県診療放射線技師会から放射線展用パネルを借用して展示、放射線検出器
による当日の放射線量測定の実施、３ＤＣＴ画像体験（東芝メディカルのご協力）、乳がん触診モデルに
よる体験とＦＰＤの展示（富士フイルムメディカルのご協力）などを行いました。
　開催日が決まってからの準備期間が短い中、診療放射線技師スタッフ一同の頑張りで、綺麗な飾り付け
もでき、第１回目としては素晴らしい開催内容になりましたことを報告します。

茂　木　常　男
（足利赤十字病院）
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■中禅寺湖畔ボートハウスは国際避暑地として栄えた歴史を持つ中禅寺湖畔に、昭和20年代の水辺
リゾート施設として建設された建物を当時の姿にできる限り復元したものです。湖畔の豊かな自然
や水とのふれあいの場として、また美しい中禅寺湖畔の風景の中でのひとときを堪能できる休憩施
設です。

中禅寺湖畔ボートハウス

■ご案内

第30回 日本診療放射線技師学術大会
第21回 東アジア学術交流大会

会　期：平成26年９月19日㈮～21日㈰

会　場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza

　　　　（大分県別府市山の手町12番１号）

主　催：公益社団法人 日本診療放射線技師会

共　催：公益社団法人 大分県放射線技師会

参加登録：事前登録（平成26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

第2回 栃木MRI技術研究会

日　時：平成26年８月23日㈯　13：30～18：00

会　場：宇都宮東武ホテルグランデ ６F 瀧田

　　　　（宇都宮市本町５-12）

会　費：500円（学生は参加費無料）

共　催：栃木MRI技術研究会

　　　　バイエル薬品株式会社

代表世話人：小黒 清（獨協医科大学病院 放射線部）

※磁気共鳴専門技術者認定更新点数…５単位　

※研究会終了後、１階「オアシス」にて情報交換会を

　予定

■今年も早や半年が過ぎましたが、皆さん前半にやり残し

たことはありませんか？

　さて、Ａｉに関する情報です。

　死因究明等推進計画が６月13日に閣議決定されました。

日本における死因究明のあり方が大きく変わろうとしてい

ます。その計画の中でＡｉに関する方策も取り上げられて

おります。そこで、日本医師会が主体となり小児Ａｉモデ

ル事業がいよいよ始まります。小児死亡全例のＡｉを目指

した事業ですので、小児の先天性疾患による死亡や虐待死

が減少してくれることを期待したいです。

〔編集責任者　樋口清孝〕

編 集 後 記

■平成26年度　活動予定表
月　日 行　事　予　定

26年
7/16
9/19
～21
9/30
10/ 9
11/ 5
～ 7
11/  
　
11/27
12/16

27年
2/19
2/24
3/ 1

あすたーと36号発行
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（大分県）
会費納入〆切
第３回業務執行理事会
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第２回卒後教育講座
第２回理事会
第４回業務執行理事会
会誌106号発行

第５回業務執行理事会
第10回学術研究発表会抄録集発行
第３回卒後教育講座・第10回学術研究発表会
第３回理事会
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