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茶臼岳（ちゃうすだけ）標高1915m

ロ県下唯一の活火山

茶臼岳は、那須町の北西部にそびえる巨大な活火山。朝日岳、三本輪島、南月山、黒尾谷岳など「那須五峰」も
しくは「那須火山」と呼ばれる火山群の中のひときわ高くそびえる主峰で、別名那須岳とも言う。噴火′舌動は西
暦802年から記録され、1420年（応永27）の大噴火は愚も大きい被害を出した。「恐れる山」への畏怖は信仰へ結
びつき、弘法大師以来、豊山信仰が続いた。かつて信者が苦行した山道も今は快適な登山道となり、ロープウェ
イで9合目まで運んでもらい安全な登山が楽しめる。

■いかにも火山らしい景観の山丁別寸近

山頂付近にむき出しになった岩石の風化作用は他の峰と比べて進まず、硫化水素の噴出もあって、植生が不十分
で、1400m付近が森林限界となっている。山頂には直径200m、深さ30mの火口があるが、今は噴煙もなく、く

ぼ地になっている。現在王に噴煙を上げているのは、西側斜面の2つの爆裂火口である。
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社団法人　栃木県放射緯技師会

会　長　赤　羽　　　泉

第2恒】栃木県放射線技師会学術研究発表会が、平成17年3月13日に開催されます。

つきましては広く演題を募集いたします。会員の皆様の多数の応募をお願いいたします。応募方法に

ついては以下に示します。

記

開催　日：平成17年3月13E川ヨ）

会　　場：媚協医科大学病院　創立30周年記念・関湊記念ホール

発表形式：PCによる口述

発表時間：7分

内　　容：演題名、発表者、共同発表者名を明記し、発表日的を200字以内にまとめて

ください。

申込方法：原則として電子メールでお願いします。笛子メールが不都合の場合は内容を印字　（

した用紙とFD（通常保存とテキスト保存）を郵送してください。

締切　日：平成16年12月10日（劫

演題申込先：〒321－0974　宇都宮市竹林町911－1

済生会宇都宮病院　診療放射線技術科／ト　林　　桂

メールアドレス　　katsura＿kobayashl＠salmiya．com

TELO28－626－5500（内線3182）FAXO28r626TO729

問い合わせ：電子メール、電話にて上記までお問い合せください。



謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より本会の活動につきましては、格別のご理解とご協力を賜わり、厚くお礼を申し上げます。

さて、標記のセミナーを下記のとおり開催いたします。

つきましては、多数の会員のご参加をいただきたくご案内申し上げます。

なお、本講座は社団法人Ⅰ三1本放射線技師会の新生涯学習システムにも則っておりますので、よろしくお

願いいたします。

記

口日　　時：平成17年1月30日（口）9：00～18：30

平成17年2月11日胤　9：00、18：30

（両日とも受付は8時00分より開始）

囚場　所：栃木県済生会宇都宮病院　グリーンホール

宇都宮苗竹林町911－1　電話：0281626鵬5500

8内　容：平成17年1月30日（日）9：00～18：30

「医療の歴史」　　　　　（3時間）
・「医療倫理と患者の権利」（2．5時間）

・「生命倫理」　　　　　（2．5時間）

平成17年2月11日（劫　9：00～18：30

・「インフォームドコンセントと医療情報」（3時間）

・「医療サービスと診療放射線技師の役割」（5時間）

※但し、大学、短大、車斗目等履修生として「医療学」「患者からみた医療」、

「医療・社会・倫理」等の科目1科目1単位以上を習得している者は全免除です。

※自己学習時間として小論文提出あり

El使用テキスト：患者からみた医療（定価2，700円）

白受講料：6，000円（予定）テキスト代含む

日認定試験日：平成17年3月6日（日）実施予定

日認定試験受験料：1，000円（初回のみ）

田主　催：社団法人栃木県放射線技師会

E募集定員：120人（定員になり次第締め切り）

匹受付開始日：未定（決定次第お知らせいたします）

lD申し込み方法：受付開始日以降、事務所宛電話でお申し込みの上、同封の別紙受講申込書を

ファックスまたは郵送にて、事務所宛にお送りください。



日放技会誌4月号にてお知らせしました新生涯学習システムバージョンアップにより、平成元年より学

術大会、各種セミナp、講習会などに参加したカウントについてBASICカード申し込み者、技師格取得者

を対象に平成16年度の1年間に限り、承認カウント実績認定を行います。この実績認定されたカウントに

つきましては、蓄積カウントの算出基碇となる給カウントに加算されます。なお、BASIC技師の時点で申

請された承認カウントは、技師格を取得した時点より総カウントの加算されることをご了承ください。蓄

積カウントの算出方法については、日放技会誌4月号を参照してください。

（D申請期間　　平成16年4月1日より平成17年3月31日まで。当日の消印まで有効。　　　　　　　′－、

②申請対象　　BASICカード・技師格カードを取得している会員に限ります。

⑨申請対象期間　　平成元年より技師格、もしくはBASICカード取得時点まで。

④申請方法　　日本放射線技師会が主催したものと栃木県放射線技師会が主催したものに分けて申請

を行います。

り　日本放射線技師会主催のものは、JARTホームページから申請用紙を入手し、各

自で申請をする。詳細については、日放技会誌5月号（会告）を参照してください。

“）栃木県放射線技師会主催のものは、次項『栃木県放射線技師会主催の承認カウ

ント申請について』にて確認してください。

日放技には栃放技から申請いたします。

′－＼

（社）栃木県放射♯技師会主催の承認カウント申請について

承認カウントの範囲

学術大会（参加・発表）、研修会セミナー（受講・講師）、著書・著述について認めます。

※㈱栃木県放射線技師会公認のもののみとし、メーカ共催（MR勉強会・マルチCTセミナーなど）

の実施分については含みません。

※著述については、㈲栃木県放射線技師会会誌（ニュースも含む）に掲載されたもののみとします。

カウントの扱いについて

○栃放技の学術大会（平成15年3月に開催したのみ）

参　　加　　　　5C

発　　表　　15C

共同研究者　　　　2C

座　　長　　　　5C



○講習会・研修会（卒後教育講座・地区研修会）

参　　加　　　　　5C

講　　師　　　　15C

O栃放技の会誌（ニュース）の著述

日放技カウントの3分の1カウントとなる

原著論文1件　　60C

技術レポート　　30C

Oその他（健康まつりや各種研究会参加なと）

健康まつり　　　　2C（1日につき）

消化管揖影研究会　2C（講師は2Cプラス）

申請方法

○栃放技の学術大会

［川寺（期間）・イベント名称・参加回数（目数）・発表回数・共同研究回数・座長回数

○講習会・研修会（卒後教育講座・地区研修会）

日時（期間）・イベント名称・参加個数（日数）・講師の回数

○栃放技の会誌（ニュース）の著述

会誌名（巻／頁／年）・論題・内訳・共同研究者を含めた総数

◎・会誌名（巷／頁／年）●論題　●内訳（論文・総説／教育・研修・技術テキストしポート／論説・提言・．
巻頭言／その他（抄録等〉）●共同研究書を含めた総数

」■－
●栃放技会誌／80巷／20～25／1998　●CT検査の被ばくについて（講説・提言）●共同研究者を含めた総数1名

○その他（健康まつりや各種研究会参加なと）

目時・イベント名称・参加回数（日数）・講師の回数

以上を別表のとおりに記入し、技師会事務所にメール・FAX・郵送してください。

（メールの場合は、エクセルの添付ファイルでお願いします）

審査について

申請されましたカウントは、日放技より委嘱された本県の承認カウント作業委月にて承認されたものに

ついて登録を行います。美綺申請されたカウントにつきましては、審査の中で承認カウントが増減します

こと、あらかじめご了承ください。

本県に申請されたカウントは、本県より日放技の承認カウント審査委員会に申請いたします。

送付先：〒320－0024　宇都宮而栄町5－7　栄町別館内　（社）栃木県放射線技師会

TEL・FAX O28－625－7979　ELmall tart＠ce．mbn．0r．」P

本会で行われた研修会、放射線展等の一覧表を用意しましたので必要な会員は次の方法

で入手してください。

①本会のHPから閲覧又はプリントアウトしてください。

②インターネット利用が雌しい会員は、本会事務所に直接電話してください。

●卒後教育講座開催一覧（平成元年度、）

●各地区卒後教育講座開催一覧（平成元年度～平成15年度）

●放射線展（宇都宮市健康まつり）開催一覧（平成元年度～平成15年度）

●消化管撮影研究会開催一覧（平成9年度～）



別　表

◎下記の例を参考に記入してください。

承認カウント申請　個人票

栃木県放射線技師会

申請日　　平成　　　年　　　月　　　　日

施設名　　　　　　　　　　　　　　○○病院

グループ1（学術大会）記入表

No． �日時（期間） �イベント名称 �参加回数 �発表回数 �共同研究回数 �座長回数 

1 �H15．3．23 �第1回学術研究発表会 �1 �1 �1 �1 

2 �H17．3．13 �第2回学術研究発表会 � � �1 � 

グループ2（講習会・研修会）記入表

No． �日時（期間） �イベント名称 ��参加回数 �講師の回数 

1 �H14．11．16 �第2回年後教育 �存廃 �1 �1 

2 �H15．3．23 �第3回卒後教育 �・座 �1 � 

3 � � �� � 

グループ3（著述カウント）記入表

No． �会誌名 （巻／貢／年） �論　　題 � ����共同研究者を 含めた総数 
論文・総説 �教育・研修・ 技術テキスト ・レポート �論　説 提　言 巻頭言 �その他 （抄録等） 

1 �栃放技会誌 20巻／15～ 20／1995 �CT検査の被ばくについて � � �1 � �1 

2 �栃放技会誌 21巻／60～ 62／1996 �実践　放射線被ばく低減 � �1 � � �1 

3 �ニュースとちぎ N0．90 2002．1 �消化管撮影テクニック � �1 � � �1 

4 �栃放技会誌 27巻／45～ 50／2002 �放射線機器管理の現状 � � �1 � �1 

グループ4（その他）記入表

No． �日時（期間） �イベント名称 ��参加回数 �講師の回数 

1 �1990／02／11～13 �健康まつり（放射線展） ��2 � 

2 �H5．4．5 �消化管撮影技術研 �参会 �1 � 

3 � � �� � 



日　時：平成16年10月2日也～10月3日（日）15時30分～ 

会　場：那須野ヶ原ベルビューホテル 

参加人数：30名 

講　演二『放射緑科情報システム構築の基礎』 

講　師こコダック株式会社　ヘルスイメージング事業部　杉原　弘恭先生 

時折り暑さの残る10月上旬、大田原市のはずれ

（　に位置する那須野ケ原ベルビューホテルにて、節

1地区平復教育講座が開催されました。今回の講

座では、病院情報システムの全体像を把掘し、こ

れから情報システムを構築する（特にHIS／RrS／

PACSの連携）に当たっての方法や注軌寮を考え

るということを内容とした、放射線科情報システ

ムの構築についての講演を頂きました。

近年、医療改革が推し進められて行く中におい

てその改革ポイントのひとつとして、医療のIT化

があげられます。今回の講演では、日本の医療制

度を取り巻く環境（医療改革～IT化の推進）から

始まり、IT化に向けての放射線部門の役割（HIS

とRISとの接続について）、そして実際にシステ

ムを構築する上での注意点などについての話があ
〈　りました。HISとRISとの接続については、●患者

属性情報●放射線検査オーダー情報●患者受付情

報●検査実施情報●通信エラー情報（再送要求）

といった各項目別に説明がありました。RIS側で

受け取る情報を明確にして、その情報がHlS側か

ら確実に送られるようにすること。それが撫理な

場合には、コメントにする等といったことを決め

ておくということ。また、特に検査オーダー情報

については、検査毎の詳細情報をどこまで入力し

てもらえるか、転回マスターの重要性とそれを作

成する際の難しさを感じました。

当然のことではありますが、システムを構築す

る上で綿密なコンサルテーションと打ち合わせが

必要です。●現在あるモダリティ・ネットワーク

を把握し、その中で可能なことを把握する。●放

射線部門で発生したテ一夕（画像、文字情軌会

計情報など）が病院内でどのように活用されるの

かを検討し、その形式で本当に大丈夫なのか。将

来的にも（電子カルテを導入した際などにも）充

分対応出来るのかを考える。●検査すべての業務

に起こりうる「人為的ミス」を想定した設計を考

える。というようなことが重要であるとわかりま

した。そして、しっかりとしたヒアリングができ

ていなければ、逆にシステム導入後に、かえって

業務に混乱を来たすこととなってしまうというこ

とを痛感しました。杉原先生が言われるところで

は、現時点でシステムを構築する際には、各モダ

リティとの関係や運営の内容に約1ケ月、実際の

マスター作成に約2ケ月の時間を費やすとのこと

です。最後にKcdakRIS－JEMSの紹介をして頂い

て、講演を終了しました。

今臥杉原先生には御多忙中にもかかわらず、

私達会員のために講演を頂き厚く感謝を申し上げ

ます。また今回の講演には、会員30名の他に、国

際医療福祉大学の学生14名の参加もありました。

その後、各施設間の情報交換と業務連絡会議を

行い、平成16年度第1地区卒後教育講座を終了し

ました。

第1地区通信委員　清　田　　　宏



●日　　時　平成16年11月28日（日）

●集合時間　8時50分　9時24分スタート

（0UTHN、同時スタート）

●会　　場●太郎門カントリー倶楽部

栃木市尻内町戸井越984－1

TELO282－31－1010

●定　　員．40名10組　先着順

●参加費　会　員19，000円＋消費税

賛助会員　29，000円＋消費税

（プレー贅・昼食代・パーティ代を含む）
●競技方法’18ホールス　ストロークプレー

●規　　則　ローカルルールによる

●申込先　技師会事務所

電話・FAX O28－625－7979

（定員になり次第締め切ります）　　　　　　　　　ELmall tart＠cembnorJP

前回以上の大会にするため、コース・賞品の選定に当たりましては格別の配慮をいたしました。宜しく

ご那寺ご参加くださるようお願い申し上げます。

なお、競技組合せなどの都合がございますので、11月15日用）までに電話または技師会のホームページ上

から参加の有無をご連絡くださるようお願い申し上げます。

【連絡先：医療法人社団厚生会西方病院　柏崎　克彦　電話0282－92－0965】

覇診⑳噂㊨　弼振聯
飽魅亀鵬盛儀

JART「BASICカード」を取得するには、

JARTホームページの会員用システムからのEI塙l責

が原則であり、インターネット利用が錐しい会員

の方に限り郵送による申請が認められておりまし

た。

このたびBASICカード取得推進にむけて、各都

道府県技師会からの代行申請が可能となりました。

本会から代行申請した後、JARTでBASICカー

ドが完成次第当該会員に郵送される仕組みとなっ

ています。

BASICカード取得希望者で、インターネット利

用が難しい会員の方は本会事務所までご連綿くだ

さい。
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近年の女性技師会員数の増加に伴い、栃木県放射　′、

線技師会では新しく女性部会を発足する運びとなり

ました。女性技師同士か気矧こ仕事や日常のことな

どおしゃべりできる会にしたいと思います。女性会

員の色々な声を聞いて運営したいと思いますので、

ご意見、ご希望等がありましたらご連絡ください。

10月31日現在の会員数　486名（女性会員

1地区　66名（女性会員

2地区　34名（女性会員

3地区　202名（女性会員

4地区　72名（女性会員

5地区102名（女性会員

県　外　　6名（女性会員

連絡先　芳賀赤十字病院放射線科　武藤　美子

電喜看　0285－82－2195（内線306）

E－mall●yoshlkomutou＠hotmall．com
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平成16年度　第3地区卒後教育講座開催について

期　　日：平成16年12月5日（釧

受付開始：12：00、

試験説明：12：30、

会　　場：未定

試験料　放射線機器管理士　3，000円

放射線管理士　　　3，000円

同［＝二両科受験　　5．000円

試験内容：法令60分、機器管理士60分

放射線管理士60分

臨床実習指導者最終更新試験

期　　日●平成17年2月13日旧）

会　　場●栃木県済生会宇都宮柄院

グリーンホール

試験料：3，000円

試験内容：マークシート形式による筆記試験

（90分／100問）指導者としての適否を

チェノクする目的です。

受験申込▲各自で（組1ヨ本放射線技師会へ申し込ん

でください。11月から12月にかけて

日本放射線技師会より会告がでます。

平成18年度　第4回消化管搾影研究会の離案内

日　　時　平成16年11月27日出　午後3時～

場　　所▲栃木県立がんセンター3階大講堂

内　　容：「上部消化管画像評価法」

講　　師：胤旧本放射線技師全

日本消化管画像研究会副会長

埼三E県立がんセンタ一

腰塚　慎二先生

10

日　　時：平成16年11月26日（劫18時30分～

会　　場：栃木県立がんセンター本館3F大講堂

宇都宮市l；易南∠1－9－13

TEL O28－658－5151

内　　容：『画像診断領域における

診療報酬改定のポイント』

講　　師：タイコヘルスケアジャパン株式会社

内　川　　慶　先生

※診双撒i刑にl是iして分からないことや疑問があり

ましたら、事前に下記メールアドレスにてご㌍

問下さい。myan＠tartnetcom（第3地区理事　柳沢）

※中でお越しの方は、外来駐中場を利用して駐

車券を研修会場に持参して下さい。堆俺の都

合上、出席される方は日月19［日金）までに本会

事務所へご連絡下さい。

〒320－0024　宇都宮而栄町5－7　栃木県栄町別館内

TEL／FAX O28－625－7979

行　事　予　定

全国放射隷技師総合学附大会
あすた－と3－才発行
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親睦コルフ大会
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【宝療苧講習会（11

第251乱文射錐展

第23回宇部包市健りほつり
医瞭学講習会（2〕
臨床実習指幻者最終更新試験
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