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社団法人栃木県放射線技師会
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沼原湿原（ぬまっばらしつげん）

ロ沼原′塁原は、那須火山群の南端に位置する南月山および白笹山と、西側にある西ポッチなどに囲まれた志

原状の台地にあります。標高は約1．230mと、はば日光市の中禅寺湖と同じ高さに位置し、南北500m、東

西250mからなる亜高山帯湿原として知られています。木で作られた遊歩道に沿って湿原内を一周でき、春
のザセンソウ、夏のニッコウキスゲ、秋のリンドウなど四季折々の高山植物が目を菓しませてくれる∇　所

要1時間程。三斗小屋温泉へのハイキングコースも整備されている。
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本会第72回総会を定款第22条の規定に基づき下記のとおり開催いたします。

記

日　時：平成17年6月10日塩）午後6時30分開会

受付　午後6時～

会　場：栃木県立がんセンター　3階大講堂

宇部富市陽南4－9－13　電話　028－658－5151

日　程：1．開　　会

2．会長挨拶

3．表　　彰

20年・35年勤続功労表彰

総会運営委員会報告

議長選出

書記及び議事録著名人選任

議　　事

第1号議案　平成16年度会務経過報告

第2号議案　平成16年度会計決算報告

第3号議案　平成16年度監査報告

第4号議案　その他

8．閉　　会

総会の出席に際しましては、別紙総会資料をご持参ください。

総会出欠票および欠席の際の委任状を、6月3日捻嬢でに担当地区連絡員に必ず

お届けください。

l鞋l車l剰科内l

車でお越しの会員は、外来駐車場をご利用のうえ、駐車券を総会会場までご持参ください。



期　　日：平成17年6月25日比ト6月26日（印

会　　場：那須高原りんどう潮ロイヤルホテル

〒325－0302　栃木県那須郡那須町大字高久丙字海道下4449－2

電話0287－76－1122

主　　催：（棚日本放射線技師会　北関東地域放射線技師会

地域理事　　伊　藤　　　宰

開　　催：且0栃木県放射線技師会

会　　長　　赤　羽　　　泉

参加登銅費：会　員…1，勤0円／賛助会員…1，500円

非会員・‥3，000円／学　生…無　料（学生証の提示あり）

懇親会費：7，000円

会員懇親会

シンポジウム（第1会場）

「女性技師の役割」

座長　武藤実子（栃木県）



」〃狗∽〃乃％〝r一般研究発表プログラムー〃妙∽〃冥〃妬′

6月25日10：00～10：50 座長：柏崎克彦（栃木県西方病院）

1．日立FPD透視装置における被曝線量低減の読み

福島県立医科大学医学部附属病院

2．EBPに基づく胃X線検査手技の変更　～特に腹臥位二重造影法の改善について～

医療法人社団慈螢会岩田病院

3．当院における透視装置選定の検討　～透視装置の多目的利用への一提案～

中条中央病院

4．高濃度バリウム製剤の飲用温度差による描出能検討

栃木県放射線技師会消化管撮影研究会

5．注腸検査ファントームとマスタープロクラムの試作運用について

茨城県厚生連水戸協同病院

遊佐　　烈

萩原　常夫

臼井　顕之

青山　良英

郡司　浩幸

6月25日10：50～11：50 座長：鶴田邦彦（埼玉県磯部クリニック）

6．複数CoHを用いた信号強度向上の工夫

茨城県筑波メディカルセンター病院

7．MRl造影剤におけるアナフイラキシーショックを経験して

済生会新潟第二病院

8．SPl0造影MRI：3DMult卜ShotFEEPl画像の評価

医療法人　つくばセントラル病院

9．胎児横隔膜ヘルニアにおけるTl強調画像の有用性

菊協医科大学柄院

10．2D－PACE法併用3D－MRCPの最適条件の検討

濁協医科大学柄院

11．膀胱腫軌こおけるMRvl仙alcystoSCOPyの有用性

濁協医科大学病院

五月女鹿作

小林　　功

佐藤　雅之

森山　和美

今野　智司

加藤　人司

6月25日16：00～16：50 座長：篠原康治（群馬県立心願血管センター）

12．呼吸モニタを用いた心腹冠動脈CT時の患者息止めの確認法の検討

総合病院　取手協同病院 吉田　論史

13．再構成関数の違いによるCT値変化の基礎的検討

栃木県立がんセンター　　　　　　　　　　　萩原　芳広

14．イメージンクプレートを用いたCTにおける線量プロファイル測定

栃木県立がんセンター　　　　　　　　　　　加藤　英樹

15．頭部コンベンショナルスキャンにおける圭子ノイズフィルターの基礎適検討

埼玉県済生会川口総合病院

16．頭部3DCTAにあけるサブトラクションの有用性

埼玉県済生会川口総合病院

富田　博信

西岡　身奈



北開貴地域放射線技師学術大会

6月25日10：00～10：40 座長：仲田智彦（（財）茨城県総合健診協会）

17．栃木県内におけるマンモグラフイの実態調査～アンケート調査より～

済生会宇都宮病院・栃木県立がんセンター　伊藤　愛子

18．栃木県内におけるマンモクラブイの実態調査～画質・線量の評価～

栃木県立がんセンター・済生会宇都宮病院　哲藤亜沙実

19．当院看護師の被ばく意識調査（ポータブル撮影において）

20．当院一般撮影のプロセスアプローチ

済生会宇都宮病院

大冊原赤十字病院

大関　純一

井戸沼佳明

6月25810：40～11：10 座長：石田　均（医親玉人立川メディカルセンター）

21．心肺内右左短絡における9執¶Tc－MAAを用いた初回循環時測定法の開発

新潟大学医歯学総合病院　　　　　　　　　大滝　贋雄

22．OS－EM法を用いた脳血流SPECTにおける定量億の検討

茨城県立医療大学

23．PET施設における被ばく線量の測定

漏協医科大学病院

畠山　六郎

鈴木　一史

6月25日11：10～11：30 座長：中根桑典（自治医科大学附属病院）

24．技術研究における倫理性について

栃木県立がんセンター　　　　　　　　　　岡本　　良

25．放射線治療用CRシステムの使用経験

深谷赤十字病院 青木　澄子

6月25日11：30～11：50 座長：近藤忠晴（防衛医科大学校病院）

ナ　　26．Elastographyを使用した乳腺超音波検査の初期経験

水戸総合病院

27．超音波ファントムの作成とスライス幅測定の試み

中条中央病院

本元　宏実

皆川　靖子

6月25日16：00～16：50 座長：遊佐　烈　絹島県立医科大学医学珊属病臥

28．新潟県中越地震における初期対応の間温点

見附市立成人病センター病院

29．中規模病院放射線部でISO9001と病院機能評価を受審して

宇都宮社会保険病院

目崎　真二

大澤　孝光

30．サーハ管理における業務に支障を来した事例の原因の検討と対策

総合病院　取手協同病院　　　　　　　　　青木　正彦

31．単純掘影部門における放射線情報システム導入一年後の評価

凋協医科大学越谷病院　　　　　　　　　　上田　圭二

32．X線TVにおける日常点検と故障時の対応の検討

大田原赤十字病院 佐藤　統幸



3月13日（日）濁協底科大学創立30周年記念関湊記念ホールにおいて、栃木県放射線技師会第71回総会が出

席会員300名（内訳：本人出席51名、委任状出席220名、書面評決出席29名）参加のもと開催された。

資格審査委員長の柳沢理事から総会の成立ならびに総会運営の報告のあと、議長の選Jl＿lにおいて議長に

原田会員（濁協医科大学病院）が就任し議事に入った。

はじめに赤羽会長から総括と事業計画（案）があり、次に金田財務部長による予算書（案）、次いで平成17

年度スローガン（案）の提起が行われた。

議長は議案に対する質問等を議場に諮ったが特になく、平成17年度事業計画（案）・同予算憲（案）及び同

スローガン「安全、安心、優しい医療技術の提供に努めよう」（案）など、すべての議事が書面未決着の38

票を加え満場一致をもって承認された。

最後に佐藤栄治監事の死去による監事補欠選挙が行われ若林忠恭会員（JA塩谷総合柄院）が選任された。

1開　　会

2．会長挨拶

3．総会運営委員会報告

4．議長選出

5．書記及び議事諒署名人選任

6．吾桑　　事

第1号議案　平成17年度事業計画（案）

第2号議案　平成17年度予算書（案）

第3号議案　平成17年度スローカン（案）

第4号議案　社団法人日本放射線技師会

総会代議員選出について

第5号喜塁案　その他

第6号議案　監事補欠選挙

7．閉　　会

会長あいさつ 金田財務部長

寺も蓋いJ‾－≠W月

＿こ　て二・ヤ、l亡

付受会総



診療放射線業務の餌的向上及び学術発展を目的として・3月13日（日虜協医科大学創立30周年記念関湊記

念ホールにおいて会員の研究発表会が実施された0今年度は県内にある国際医療福祉大学の学生の発表も

設けられた。

▲研究発表Ⅱ　久保田座長

、▲‾ご‾ヾ



▼熱心に質問する会員

特別講演　小林座長ト

く特別講演
岩崎信之先生



■平成17職珊稟棚倉シンポジウム

日　　時：平成17年6月26［川日　9：00、

会　　場：りんどう湖ロイヤルホテル第1会場

テーマ．「女性技師の役割」

座　　長：武猶美子（鶉賀赤十字病院）

〈シンポジストA〉「女性技師の立場から」

宮崎みよ了　国立病院機構酉群馬柄院

〈シンポジストB〉「男性技師の立場から」

坂井　肋夫　東京l宝科大学電ナ浦病院

〈ンンポンストC〉「患者の立場から」

玉木　礼子

〈シンポジストD〉

新里　昌一

〈ンンポジストE〉

橋本　　や

〈シンポシストF〉

大利　富江

「職場でのチームの一員として

の立場から」

大別綜合病院附属大円西ノ内病院

「グローハルな立場から」

医塘法人新成医会

「女性管理職としての展望や12㌢】

題点について」

J A厚生連熊谷総合病院

ランチョンセミナー

日　　時：平成17年6月25日（土）12：15～13．15

会　　場：りんどう調ロイヤルホテル第1会場

座　　長：小黒　　清（矧協医科大学病院）

講演1「デジタル方式X線一般損影ンステム」

講師1　東芝メディカルシステムス（御

営業本部　右近　弘栄先生

講演2　「BodyDlrrLlSlOllの基促と最近の動向」

講師2　東芝メテイカルシステムズ㈱

MR閲発郭　金沢　　仁先生

編 �■新線のさわやかな香りを運んでくれるような ●、風葦下る’’季節になりました。 

集 �■「あすた－と」創刊から1咋、皆さまのご協 

後 �力に感謝申し上げます。また、今l亘1の発行が遅 

記 �れましたこと、お詫びIt－】し上けます。 　　　〔舶来賞佳肴野沢幸二〕 
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■平成17 �年度　活動予定表　1 
月　日 �行　事　予　定 

∠1／1 ∠1／9 � �故は搾， 己会 

∠l／27 ��役会 

5／10 ��た－と5号発行 

5／13 ／r ��埋雄会 

6′3 6／10 6／25、26 7／8 7／11 ��H嘉総会 2【鋸会勤続20、35年表形式 

【叶宰乱数育講座 　◆′rL／＼ 

回二役念 した－と6号発行 

7／22 ��埋串会 

9／10 � �－ぢ・発行 一′JLム 

9／16 9／30 ��二は∴工、 

ノン 10／2 10／28 10／30 日／5 ��酢－Ji会 

日虹三役会 ‾】画像・l昔肝計阻土認定試験 l司宰後教育講座（余聞講座） 

‖／10 ��すた－と7号発行 

＝／11 日／19、23 12／16 ク 18年 り10 ��＝回哩揮・会 Hq全国放射線技師総合学術大会 5回三役会 こ県放射線技師会役員立候補公示 ㌻た－と8号発行 ‾‾‾‾′JL∠二ヽ 

り13 り27 ��引址弘が会 

2／‘卜5 ワ ��2【亘】宇部苫惟腑まつり放射線展 　‾′JLノ′）、 

＿／10 2／ユ6 ��こ県放射線技師会役臼立候補／切 

2／2∠l ��6回理事会 

3／3 ��・仁94号発行 

3／5 ��ドバンスド認定試験 

3／18 ��3回総会、第3恒揮後教育講座 

3／26 ��rl薄日象「㍍Fえ管理士認定試験 

′ l各艇学）を問抑鍔 ��実施予定 

■情報誌「あすた－と」の原礪〆切は、発行日の20 

田前までに広報部必若でお願いします。 

■技師会会誌の原稿〆切は、発行日の30日前までに 

広報部必着でお願いします。 
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