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社団法人栃木県放射線技健全
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男体山（なんたいさん）標高2．484m

一・二‾

■中禅寺湖の北岸にそびえ立つ、標高2．484mの雄大な山で、この山全体が二荒山神社の聖域になっ
ている。裾野は長く、日光市街地付近まで広がっている。古くは782年（天応2）勝連上人が苦難
の末、山頂を極め、以後、多くの仏徒や修験者が登拝した。そして、この山を中心に日光山は山
岳宗教の聖地として発展していった。山頂には勝適上人が建てた奥書が南を向いて錘座し、休憩
所も建っている。7月31日夜から8月7日にかけて、毎年登拝崇［とはいさい］が行われ、約1万人
もの信仰登山者が、夜をついて参道をかけ登る。

●巻頭言　新年の挨拶
■会　　告　社団法人栃木県放射線技師全役員補欠選挙公示
■報　　告　第3地区卒後教育講座開催報告
■報　　告　第4地区卒後教育講座開催報告
■報　告　第刀回全国放射線技師総合学術大会に参加して（長崎県大会）
■報　　告　レントゲン週間イヘントに参加して

■報　　告　栃木県放射線技師会親睦ゴルフコンペ開催報告
■事務局報告
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明けまして、おめでとうございます。

皆様には幸多き新春をお迎えのこととお慶び申

し上げます。

昨年、我が国は台風、地震、豪雨、火山の噴火

などで大きな被害を受けて災害列島となり大変な

年だったと思います。今年は穏やかなよい年にな

りますようにと、祈願して参りました。

栃木県放射線技師会も皆様のご理解とご協力に

より年々会員数が増加しており、順調に発展を遂

げております。数年前までは夢と思っていました

450名の会員数も、現在は楽に突破致しました。

このまま順調に会員500名達成を目標に頑張って

行きたいと思っています。

本年も年明けと共に事業が目白押しに計画され

ています。ADセミナーの医療学、宇都宮市健康

まつりへの放射線展の参加、技師会員による研究

発表会の開催、年度変わりと共に現在準備中の北

関東地域放射線技師学術大会の開催などが予定さ

れており、会員の皆様にはご負担をお掛けいたし

ますがご協力をお願い致します。

新年早々、研修や研究会の話はこのぐらいにし

て雑言を申し上げますが、会員数が増えれば増え

るほど（年齢、性別、生活環境、職場環境等によ

る）各々の考え方や価値観の違いから誤解や勘違

いが起こりがちです。しかし私たち人間は他の動

物と遠い言葉があり、理性があり、それらで人と

人とのコミュニケーションが図れます。

社団法人　栃木県放射線技師会

会　長　赤　羽　　　泉

コミュニケーションを図る基本が何かと申しま

すとそれは「挨拶」です。天台宗の教えの中にも、
l‘私たち穏やかに仲良く暮らして行く上で挨拶と

いう習慣があるのはなんと素晴らしいことでしょ

う”というのがあります。『おはようございま

す』、Fこんにちは』、rありがとう』、r失礼

します』、『すみません』、『ごめんください』、

『おやすみなさい」、当たり前の言葉ですが、も

し心が閉じて挨拶がなかったら沈黙した潤いの無

い乾燥した毎日になると述べられています。どう

か皆様、新年を期して一言の挨拶を心よく交わす

よう心掛けてください。きっと一日が変わってく

ると思います。

正月が過ぎると春は目前です。当会は小さな職

能団体ですが互いに信輯しあい、希望を持って前

進しましょう。

年頭にあたり本年が幸多き年になりますよう念

願し新年の挨拶と致します。

平成17年　元旦



社団法人栃木県放射線技師全役員補欠選挙公示

公　　示

社団法人栃木県放射線技師会平成16・17年度役員の内、監事1名に欠員が生じまし

｛　たので、社団法人栃木県放射線技師会定款第11粂および役員選出規程にもとづき、候補

者を下記のとおり募ります。

社団法人栃木県放射線技師会

選挙管理委員会

委員長　　高橋　易

1　補充役負の数

2　立候補者、推薦候補者届締切日

3　選　挙　日

4　発　表　日

5　届　出　先

6　届出電旨類

記

監　事　1人

平成17年2月11日　16時

平成17年3月13日　給会開催日

平成17年3月13日　給会開催日

社団法人栃木県放射線技師会

選挙管理委貞会　委員長　　高橋＋易男

320・0024宇都宮市栄町5－7　栄町別館内

届出要領は本会役員選出規程集7灸による

以上公示する。



日　時：平成16年11月26日（全） �・・ナ二、－ 

会　場：栃木県立がんセンター　本館3階講堂 

参加人数：34名 

講　演：『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㈱　内川　　慶　先生 

11月も終盤となるのに冬の気配が見えないとい

う、例年には稀な暖かい日がつづく月末の金曜日

に県立がんセンターにおいて、栃木県放射線技師

会第3地区卒後教育講座が開催されました。病院

経営も厳しくなる中、我々放射線技師も診療報酬

と診断群分類・包括評価（DPC）に関しては詳し

い知識が要求されてくることと考え、今回の講演

を行っていただきました。

我々が毎日行っている各種検査がいったいいく

らの診療報酬なのか知ることは重要なことで、事

務の方がやる仕事だとは言えない部分もある。や

はり実務を行っている放射線技師が保険点数を詳

しく知り、事務の方と連携することによりミスの

無い診療報酬請求を行うことができる。例えば

CT・MRの場合同一疾病、同一月に検査を行う場

合さまざまな制約が有る。月の最初に検査を行う

方は保険点数どおりに請求できるが2回目以降は

すべて600点になること、3D表示を行うシーケ

ンスでは画像診断施設共同利用率が5％以上の施

設で特殊検査料が請求できるのだが、複数台機械

がある施設では他院からの検査は1台にまとめる

ことにより5％以上（1台が5％以上有ればよい）　　（

を達成できることなどは放射線技師サイドでやら

なければいけないことです。この他にもたくさん

のことを学びましたので、講演の内容は「栃木県

放射線技師会HP」にも掲載します。

診断群分類・包括評価（DPC）の内容はとても

複雑で理解することはなかなか難しいと思います

がその概要を上手くまとめていただき、どんなも

のなのか知ることが出来ました。

今回、診療報酬に関しての疑問点をQ＆A方式

で解答していただいたため、とても分・かE）やすい

説明となりました。これからも分からないことな

ど有りましたら内川先生が解答してくださるとい

うことですのでご連絡ください。

第3地区理事　柳　沢　三二朗

（自治医科大学病院）

電話・0285－58－7238（直通）

MaIl－myan＠tartnetcom



暮日時：平成16年12月4日也15：∞～　■会場：栃木県・県南総合病院A5階研修室　■参加人数：22名 

講　演：『最新のCT／MRl情等馴こついて』 

講　師：シーメンス旭メティテック㈱メディカルソリューションマーケテイング部 

CTビジネスマネージメントグループ　吉田　博和　先生 

MRビジネスマネージメントグループ　諸井　　貴　先生 

秋も深まり、平成16年も残りわずかとなった師走、

「第4地区卒後教育講座」が田沼町にある県南総

合病院にて開催されました。

今回の講座は、「最新のCT／MRI情報について」

と題して、MDCTとMRIの最新技術情報について

ご講演をいただきました。

MDCTの進歩には呂を見張るものがあり、すで

に「64列」と高性能化が進み、より高速に、より
へ　高解像度に進歩しているようです。

今回話題となった最新の朗スライスCT装置では

0．33秒／回転という高速化を果たし、その分解能

も0．4m血を達成したとのことです。この技術は

「STRATON管球」と呼ばれるAnodeと回転軸と

が一体となった極小さな管球を使用することによ

り28Gという大きな遠心力に耐え、また、管球全

体を冷却することによって5MHU／分という高冷

却効率が実現できたことに加え、「Z－Sharp」と

呼ばれる電子ビームをコイルで偏向してfocusをZ

軸方向にも変えることにより、32列の検出器で

FWHMO．63mの64列分のデータを得られる撮影方

法の導入によって達成されたそうです。

この最新技術により、脳底部のウインドミルアー

チフアクトの軽減や、高速Coron訂y撮影が可能と

なり、冠状動脈の3D－CTAは元より、その

Axial断面の作成により冠状動艦内のプラークや、

Stent内の再狭窄の状態まで画像化することが可能

になってきているとのことで、近い将来には診断

のみを目的とする心臓カテーテル検査は激減する

のではないかと感じました。

また、MRIの分野ではマグネットの進歩が大き

な役割を果たしていますが、21世紀ではRFコイル

の進歩により、核医学で行われる機能検査に近い

機能画像の作成も可能になりつつあるとのことで

した。

今回紹介された「Tim」と呼ばれるRFコイル

では、コイル内を理論的に3段階に分割して使用

することが出来るようになっており、1つのTim

で「CPMODEJ「DualMODEJ「TripleMODE」

を使い分けることにより、目的とする深さの信号

強度を増強させることが出来るとともに、複数の

Timを部位ごとに組み合わせることも可能で、現

在のボディコイルでは4r皿ソpixelの分解能しか得

られないのに対し、1mmソpixelという高分解能な

ホールボディイメージングが可能となったそうです。

これにより、全身diffusion撮影も可能となり、全

身のFDG－PETのような腫瘍の転移検索や関節．）

ウマチ、筋肉の炎症疾患への臨床応用も行われつ

つあると言うことで、この技術が普及されれば、

核医学検査と違い、放射線被ばくの心配が無い機

能検査が可能になると感じました。また、70cmと

いう大口径のガントリを採用した1．5TのMRI装置

も登場してきているというお話もあり、これらの

技術により、CT・MRIともにより低侵婆で、患者

に優しい装置に発展してきていることを感じました。

最後になりましたが、今回ご多忙中にもかかわ

らず私達会員のためにご講演をいただいた、シー

メンス旭メデイテック株式会社の吉田先生と諸井

先生に厚く感謝し、平成16年度第4地区卒後教育

講座の開催報告とさせていただきます。

第4地区通信委員　須　藤　昌　彦



11月3日（水）から6日（力までの4日間、全国放射線技師総合学術大会が長崎県浦上市で開催された。

私は前日2日（州19時ごろ宿泊予定のホテルへ到着した。朝8時の電車で出発してから11時間の旅となる。

（訳有り新幹線の旅です）

早速、翌日から始まるカード式学術大会が楽しみである。会員もご存じの通りベーシックからマスター

までに階級されたカードである。私も数多くの学会に出席した事があるが、このようなファシズム的な学

会は初めてである。

また、今回の学術大会の抄録は3，000円で前売り制である。今までは年会費に含まれていた。こんな馬

鹿げた事は、外の団体にも無いのではないか？会員の学習意欲を損ねている。会員へは、学術大会の抄録

は以前のように無償で配布すべきである。また、5月の会長選後、辛うじて再選された熊谷会長の初めて

の大会でもある。私はこのような疑問を持ちながら大会へ出席したのである。ちなみに私も3，000円出し

て抄録を購入したが、手元に届いたのは10月25日（月）大会出発1週間前であったので、抄録は租筋しか見て

いないのが現状であった。

いよいよ3日（水）の朝がきた。ホテルを9時頃出る。

会場入口で、事前登録の有無を確認される。私は事前登録をしておいたので「有ります」と答えると受

付け先を案内される。カードでの受付を済ます。受付終了後、戴いた書類を確認する。

「奉れ領収書が入っていない」「懇親会の出席確認書がない」…。もう一度受付に戻る。「領収書が欲

しい」と尋ねると、「領収書は発行しません。必要でしたら、日本放射線技師会へ問い合わせください」

と言われた。「懇親会の受付はどうするのですか」と尋ねると、「懇親会は別の受付で」と言われた。

受付をすべて済ませ、開会式を待つ。

開会式が定刻通り開会され、ISRRTの会長講演も無事に終了した。

この時、私は第一会場で入室、退室のカード受付をしていない。この時のポイントはどうなるのだろか

楽しみに待ちましょう。

さだまさし講演が始まる時、赤羽会長とエスカレーターの所で偶然に会う。私は第一会場入口でカード

の読み取りをする。赤羽会長のカードは何度やっても認識しない？たぶん、会長のカードは会貞番号か4



長崎平和公園　　　　　　　　　　日本放射綿技師会も平和でありますように

桁のためか？4桁の会員の出席を見込んでいなかったのか？大変失礼な事である。事前登録しているのだ

から判るはずだが？会長もあきらめ、認識しないまま入場する。

さだまさし講演が終わり一斉に第一会場を出るが、退室時のカード認識のため大渋滞、次にフリックホー

ルを退室するとき、カードで退室確認をしなくてはいけない。

なかなか会場の外へ出られない。懇親会も定刻より20分遅れとなった。

このようなカードで個人を縛り付けた学術大会の1日日が終了した。

2日目は核医学のセッションに向かう。会場入場時カードで入館チェック、会場から退室するときも退

室チェック。第三会場に入る時も入室チェック、第三会場退室時も退室チェックをする。

熊谷会長講演を聴いていると、「会に付いてこられない者はいらない。私に付いてくる会員のみで良い」

ととれる。わずか3万人の会員、会は財産である会員を粗末にしてよいものか疑問がある。

今回の学術大会は参加登録者が少なく、長崎県の会長が苦慮しているとの話も入ってきた。インターネノ

トによる事前登録、カードによる個人の縛り、抄録の有償など初めての事だ。

私個人として　　　　　　　　ここまでやるのか日本放射線技師会は！

もう少し自由な集会にしてもらいたいものだ！

技師会員を大切にしろ！

と叫びたい。
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11月6日（土）より3日間、日本科学未来館

（http：／／www．mlraJkan．JSt．g0．」P／lndex．html）にて

日放技主催の『レントゲン週間イベント』か開催

されました。7日（巳）・8日（月）の2日間、－スタッ

フとして参加することかできたので、ここに報告

します。

ヰ聖巴峯
11月5日塩）22時頃、長崎の学術大会より帰宅。

定番のお土産と、それ以上の洗濯物の中から資料

を政い出し、しばし呆然となる。色々な意味で刺

激になった。今回も学会に参加したことで、大勢

の方々から御指導をいただく。

11月6日吐）8時、久しぶりに出勤するが、撮影

業務はもちろん、机上の片付けも忙しい。15時頃、

上司が抱えた仕事を持参して来院した。院内待機

を快く引き受けてくださった上司（加藤主査、い

つもありがとうございます）を後に、16時に東京

へ向かった。新橋に安福を手配。街中は土曜日の

せいか、居酒屋にも空席が目立つ。疲れを癒すに

は、いささか寂しいサラリーマンの聖地だった。

聖一・
11月7日（日）7時起床、朝風呂で気分をすっきり

させた後、“ゆりかもめ”に乗車する。休日のせ

いか、カップルや家族連れが目立ち、スーツ姿の

自分が妙に気恥ずかしい。

船の科学館駅前で下車すると、会場となる日本

科学未来館まで歩いて3分、初めて見るその建物

の大きさにしばし圧倒される。職月通用門まで幹

事の方に迎えにきていただき、スタッフルームに

入室する。机上にはカステラとコングレスブック

（抄録集）があった。長崎から直行された方もい

るようである。ここで簡単な説明を受け、今回

のユニフォームとなるユ○クロ製ダウンシャツ

1，980円に着替える。

早速、イベント会場となる　F生命の科学と人間

生命体験コーナー』に行くと、関係スタッフ、ワー

クステーションメーカなど総勢20人程が集まって

いた。今回の目玉が“目に見える医療の最前線”

ということで、アゼ、アミン、テラリコンの技術

者より、3DWSの画像操作トレーニングを受ける。　　（

ついつい時間の経つのを忘れ、夢中になってしまっ

た。これは来場者にも興味が高く、イベントを盛

り上げる主たる原動力となった。

10時のオープンと同時に、“ゆりかもめ’’で

も多数を占めていたカップルや家族連れが来場

する。お台場の特色なのか。しかし、来館者に

共通していることは、科学や医療に興味をもっ

た方々が多く、デパートのイベント会場で行っ

た場合とでは、客層と場の雰囲気に違いを感じた。
一日を無事終え、18時より新橋の居酒屋で行わ

れた懇親会に参加した。お忙しい中、日放技の

成田常務理事や、被災地にも関わらず新潟県技

師会の副会長が駆けつけ、また、遠くは滋賀や

広島からの参加者らと、楽しく美味い酒を呑んだ。　／－

酒は話術の媚薬でもある。イベントの成功を祈

りながら夜が更けた。

恥・
昨日の入場者数は約2，000人。今E＝ま平日なの

で、来場者は少ないと予想（期待け）したが、朝

のミーティングで修学旅行生が700人来場予定と

報告がある。オヤジ狩りを心配したが、学生たち

は管、興味深く真剣な眼差しで話を聞いてくれた。
一安心。

また、会場では小学校低学年の子までもが、

自在にマウスを操作しているのには感心させら

れた。17時、無事にイベント終了。できれば、

後片付けまで手伝いたかったが、自分は遠方か

らの参加ということでお先に失礼した。



一雪聖L・
今回のイベントで老若男女を問わず、非常にた

くさんの方と話をすることができた。自分にとっ

ては大きなプラスとなった。自己啓発の意味でも、

今後は年齢を問わず、多くの方々の参加を期待し

たい。

加えて、イベント中一番鋭く、また難しい質問

をしてきたのは、実は常勤のコンパニオン達だっ

た。彼女らの多くは大学院生であることもさるこ

とながら、普段常設されている超伝導や常伝導の

違い、内視鏡の操作についてまで梢通しており、

いささか驚きを隠せなかった。しかし、自由時間

での彼女達との会話では、得るものも多く、充実

した時間を過ごすことができた。2日間のイベン

トの満足感に浸膏ながら帰路に着いた。

俵後に、休暇を快く承諾してくださった福田放

射線技術部長をはじめ、留守中にご迷惑をお掛け

しながらも、火曜日には笑顔で迎えてくださった

上司・同僚にも、この場をお借りしてお礼申し上

げます。本当にありがとうございました。

1月　ゝも＿鶴



●日　　時：平成16年11月28日（日） �き王室三三享 

i：芸加入芸莞門カントリ‾倶楽部 

平成16年11月28日（日）太郎門カントリー倶楽部に

て会員、賛助会員38名の参加により第26回放射線

技師会親睦ゴルフコンペが行われました。

今年は前年までのゴルフコンペとは打って変わっ

て雲ひとつない晴天の下、会長の始球式の後、和

やかに行われました。11月末だというのに半袖姿

でラウンドしていたコニカミノルタエムジー・松

本慶一様が優勝に輝きました。

コンペ終了後、新潟県中越地震被災義援金を参

加者の方々より募り21，450円が義援金として集ま

りました。
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来年はコニカミノルタエムジー松本慶一様、東

芝メディカルシステムズ鶴岡謙介棟の幹事の下、

多くの方の参加を期待してご報告と致します。

企画部長　柏崎　克彦



需5地区　卒後教育講座

日　　時：平成17年lJ‾129日U二114：30－17：00

会　　場．猫協医科大学病院　3階　大会議室

内　　容

1．会員発表

「放射線情報システム

（製品名ProsLlmRIS）の任用経験」

濁協l転科大学病院　放射綾部　木村　友昭

2．講演（日　「CTの最新情報」

講　師　東芝メディカル（槻技術員

シーメンス旭メデイテノク廿糾支術買

講演（2）「MRの最新惰杵り

講　師　東芝メディカル㈱技術員

シーメンス旭メティテック（醐技術員

＊3階大会試室へは本館1帽＝リハビリテーショ

ン科前の階段で3階までお越しください。尚、

エレベータホールのエレへ一夕ーからは3階

大会議室へは行けませんので、こ注意ください。

＊駐車場は大学西側の職員駐車場をご利flJくだ

さい。

アドバンスド講習会開催≪医療学≫

日　　時‘平成17年1月30t≡川‾1）9：00－18：30

平成17年2月日日㈲　9：00－18：30

（両日とも受付は8：00より開始）

会　　場：栃木県済生会宇都宮病院グリーンホール

＊自己学習時間として小論文掟出あり。但し、

大学、短大、科目等履修生として「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

仝免除です。

編 �●新年あけましておめでとうございます。本年もよ 

集 後 �ろしくお願い申し上げます。■昨年は、国内外を間 
わず異常気象や地震・津波の災害により想像を維す 
る被害がありましたが、今年は明るい年になること 

記 �を心から願います。　　〔編集烹任者　野沢幸二〕 
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第4回SUllセミナーのご案内

日　　時：平成17年2月25巨砲）18時30分、

会　　場：ホテル耳目］本宇都宮

宇都宮市上大曽492－1

TEL O28－643－5500

司会進行：タイコヘルスケアジャパン（佃

（一般演題18：両
座長：済生会宇都宮病院診療放射線技術科

福闇　敏幸

1．「RSNA20鋸　報告」

タイコ　ヘルスケア　ジャパン㈱

学術研修部画像機器アドハイザ一

山闇　純明　先生

2「栃木県におけるマンモグラ7イの実態調査」

宇都宮マンモグラブイ研究会

済生会宇都宮病院　　伊藤　愛子

3．「位相コントラストを用いた

乳房X線撮影デジタルシステム」

コニカミノルタエムジー（椎

品質保証センターCSグループ

松村　茂樹先生

一・一二・・・・・一・・・一・・コlヒ一・→し1’「一㌧十・・一㌧←・・一・・

特別講演　20：00～21：00

座長：済生会宇都宮病院　放射線科　本多　正徳
『検診の精度管理～乳房検診について～』

筑波大学臨床医学系　放射線手斗

助教授　東野　英利子　先生

＊尚、当日は情報交換の場をご用意しております。

共　　催：第4回SURセミナー

宇都宮マンモグラブイ研究会
タイコヘルスケアジャパン株式会社

栃木放射線株式会社
コニカミノルタエムジー株式会社

後　　援ニ（杜）栃木県放射線技師会
（阻日本放射線技術学会関東部会

編災・発行　　発行人　赤　羽　　泉 
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