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社団法人栃木県放射線技師会

会長　茂　木　常　男

100号記念誌発刊に思う

栃木県放射線技師会誌が発刊されてから100号になり、初刊からは50年が過ぎました。この初刊は、

昭和24年5月29日に栃木県エックス線技師会が設立され、その年の6月10日に会報1号が発行され

ました。会誌の発刊は、昭和33年に第1号が発行されました。

このような記念誌発行の節目に会長として会務を遂行し、新たな飛躍へ向かって活動していけるこ

とを大変喜ばしく思っています。

そして、本会をこのような立派な社団法人格として築き上げてきてくれた人たちへ、会を代表して

感謝を申し上げます。

会誌100号までの年月を考えたとき、発刊当時の情報源というのは、今のような情報技術による検索

方法は無く、会誌による情報は重要な情報源の一つと考えられます。会員へ定期的に会誌を編集し、

発行してきた編集委員の方々、そして、この道のりを本会と共に歩んできた会員にとって、今日まで

の変遷が走馬灯のように浮かび上がってくることと思います。

本会が発足した当初の会員数は、わずか21名という職能団体であったが、今では500名に達しよう

とする会員数になりました。ここで本会が更なる発展を遂げるためには、会員一人ひとりの存在が重

要になってきます。その理由の一つに挙げられるのが、一人ひとりの会員が本会の財産であるからで

す。その財産が叛ければ活動はできません。大切な財産を増やすことにより本会の活動はより活発に

なり、強いては会務の質的向上にも繋がっていくと思います。

「社団法人　栃木県放射線技師会」をここまでにつくり上げてくれた諸先輩の方々に対して′馴こ報

いるためにも、会員は一丸となってより良い方向へ向かって発展させていかなければなりません。そ

れは会員の義務でもあります。

最後に100号記念誌ということで「温故而知新、可以為師臭」という論語のことわざを引用させて

もらいます。このことわざを知っている方は多いと思いますが、敢えてこのことわざの意を『広辞苑』

から述べたいと思います。

「古い事柄も新しい物事もよく知っていて初めて人の師となるにふさわしい意」

われわれの放射線技術というものも、一面において歴史を重ねていく上で形作られてきたと言える。

栃木県放射線技師会もこの100号記念誌を一つの節目として、もう一度諸先輩方々が検討してきた放

射線技術等の歴史を吟味して、そこから新しい知識や見解を得ることも大切ではないかと思います。



祝・会誌創刊100号

祝辞　会誌100号に寄せて

祝う100号記念
社団法人栃木県放射線技師会

前会長　赤　羽　　　　泉

今回は栃木県放射線技師会が会員への広報活動を目的とした会誌を発行し始めて100号誌となる偉

業を達成されたこと、心より祝福申し上げます。あらためて歴史の重さを感じるとともに、この偉業

も半世紀の間には七転び八起きしながら、先輩たちの努力と現会長はじめ三役・理事諸氏の熱意ある

会務の賜物と改めて敬意を表します。

第一号誌が1958年7月にニュースとして発行され、51年間続き、2009年に会誌100号記念誌を発行す

る記念すべき年を迎えました。内容も年々充実度を増して会員のために、大きな役割を果たしていま

す。今後とも触栃木県放射線技師会会誌の使命は広報活動を中心に、新規事業・予算・決算・情報公

開・個人情報の保護などや、日本放射線技師会・栃木県放射線技師会のイベント案内、会の活動状況

などを提供し、また、会員の声を大切にし総合的に会員のための会誌の役割を果たしていただきたい

と思います。

また、最も大切なことは情報の内容が正確かつ公正さを原則として、今後とも信頼される会誌の発

展を期待いたします。今回の100号記念誌は51年の歳月を経て今日に至っており、技師会の隆盛の歴

史でもあります。私もそのうち12年の間会長として、携わってき、時には気で気を病むことや、我m

引水の時もあり、過去を振り返って改めて誇りと反省をかみしめております。

過去の会誌を改めて読み返すと一番感じられることは、時の日本放射線技師会の運動方針や指導を

主体に県の会長の指導方針で技師会が運営され、会誌の内容についてもその時代、技師会の方針や問

題点・今後の展望や希望などが時の会長の巻頭言から汲み取られます。私の好きな言葉で会長時代、

過去・現在・未来を意識しようと言い続けてきました。今の私には、過去の技師会は語れますが、現

在と未来については公人としては語れませんので、現会長を筆頭に三役理事は過去を見つめ、現在と

未来について論議して会の発展に寄与してくださることを望みます。日本の社会全体が厳しい状況の

中、医療界も厳しさを増すばかりですが、諺にあるように“冬来りなば春遠からじ”会員に明るい希

望を与えるような、会誌の発行をしていただきたい。

現在はI T時代ですが技師会会誌は活字で残り、何回でも読み返すことができるため大切な役目と

して未来永劫続くと確信しています。

娘後に、今回100号記念誌特別号を企画された㈹栃木県放射線技師会役員の方々に御礼を申し上げ

記念誌発行のお祝いの挨拶とし、会の益々の発展を祈願いたします。
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祝・会誌創刊100胃

祝辞　会誌100号に寄せて

会誌100号発刊によせて

社団法人栃木県放射線量師会

元副会長　武　田　光　正
（（医）仁明会桜井内科診療所）

このたび、わが栃木県放射線技師会会誌が発刊100号を迎えるにあたり本会誌編集に携わった一人

として、心からお祝い申し上げます。1号一冊ごとに心血を注ぎ会の充実、発展を願って努力してき

た担当役員の方々と、それを支えてきた会員の方々の熱意に感謝のこころを捧げます。

顧みれば、昭和33年（1958年）7月第1号発刊以来半世紀、50年あまりの歴史をきざんできたこと

になります。会員と執行部のコミュニケーションと卒後教育の一環としてのわくを超えて社会一般、

行政などに幅広く本会の取り組みを発信してきました。

その間歴史は、診療放射線技師法の制定、4年制大学教育の実現、社団法人栃木県放射線技師会認

可等、革命的変革をなしとげました。

特に、社団法人化は、その働きかけの中で、職能団体として、また放射線技師にとっても画期的変

化をもたらしました。名実ともに社会の一員として、患者さんなど病める人たちに心をくだき、信頼

関係構築、他の職種との連携、等々…。「業務をとおして社会に奉仕、貢献する」を合言葉に全会員

が心をひとつにしました。法人化をとおして本会は大きく成長しました。監督官庁の指導のもと、ま

た会員の努力によって社会的な評価も高まってきています。診療放射線技師職の明るい未来につなが

ることを確信しています。

私事で恐縮ですが、螢重な紙面をお借りして皆さんに一言お礼申し上げます。

平成20年春の叙勲に際しましてはご推挙をいただくなど大変お世話になり誠にありがとうございま

した。おかげ様で保健衛生功労により瑞宝双光章拝受の栄に浴しました。福田富一栃木県知事から伝

達を受け、その後皇居に参内して天皇陛下に拝謁を賜り感激に充たされて退下しました。このことは

偏に社団法人栃木県放射線技師会役員はじめ会員皆さんのお力添えのおかげと衷心から厚く御礼申し

上げます。

現在の心境は、小さな一歩の横み重ねをしっかり見きわめて評価してくださった方々に深く感謝申

し上げたいことと、支えていただいた皆さんとこの喜びを共有できますことを心から願いたい気持ち

でいっぱいです。

この受章は本会にとって本会による初めてのものになりました。本会が法人化して着実に成長して

いる賜物だと思います。

おわりに、法人化にあたっては本会誌が大きく貢献していることを申し添えさせていただきます。

これからも、本会の公益法人としての姿勢を発信するとともに会員による会員のための会誌として発

展していくことを祈念いたします。

社団法人栃木県放射線技師会会誌100号発刊まことにおめでとうございます。
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祝・会誌創刊100号

祝辞　会誌100号に寄せて

放射線技師会の思い出
社団法人栃木県放射線技師会

元副会長　菅　原　敬　久

私は、国鉄放射線技師会、円本放射線技師会、栃木県技師会、と3つの職域団体に所屈し、それぞれの学会総会に参加、思い出
に残る講演、行事等について記述していきます。

学術講演、“学問への愛惜’’なる元日医学会の蘭木先生の講演、明治28年（1895年）11月8臥ドイツのウルツブルグ大学の教授、ウイ

ルヘルム・コンラツドルントゲン博士によりエックス線が発見され、その半年後、比津製作所と関係の探い村岡範為馳教授が、明治29年

7月“X放射線の話”なる掛寅をなされ8月には日本校初の単行本が山版されました。村岡先生は明治11年ストラスブルグ大学に留学

LRonlgen先生と共にKundl教授の下にあった方であEはす。村岡先生は三高の教授でありまして京都大学創立前のこととして研究施

設も十分でなく同年5月頃より島津製作所を根拠として、島津源蔵、源吉御兄弟並びに三高の横谷助手と共にレントゲン線実験に着

手されウイムシャルスト起電機を数十分回転してようやく桐箱の中の1円銀貨の級跡こ成功しました。時あたかも10月10日で当時24時

間を葉やして汽車で上京し東大の研究陣に見せたということは皆様すでにご存知のことと思います。

島津製作所はわが国の医科学横根の製作の創業者であり、強力な感応コイルの製作をもって勧業博覧会で賞を程たり医療用国

産レントゲン装置第1号を明治明年に作って大津日赤病院に納入した札て本邦レントゲン学史上位大な足跡を残しており、一方理論

や学術に寄与され、大正14年島津レントゲン時報が創刊され、昭和2年9月には島津レントゲン技術講習所が開設されていると話された。

島津学園創設70周年では人類の未来を考えると題して活力ある福祉社会の建設、国際社会に杭極的に貢献、科学技術を振興する
ための創造の哲学、自制制御による奈源の温存、環境の保全、自制制御の哲学、自然科学と人文科学の融合、科学とは何か、黄か悪

はないかを見極めることが大切との元京都大学総長の沢田敏男先生の人類の未来を考える、との講演を聴いた。

昭和36年10月高崎鉄道管理局より宇都宮鉄道診療所へ転勤、同年栃木県技師会に加入、当時の栃木県は会員数54名で、節7

号誌発行と記録されている。私は当時から法人化の意識があ明各部会良に進言した巾でやはり技師会が公衆衛生に寄与する活動
であると痛感していた。その一環として昭利封年、宇都宮駅ビルでの放射線展の開催、NHK宇都宮、各新聞社、県庁、国鉄に広報依

掛こ歩いたことが棟かしく思われる。また昭利55年、粟岩会長の時、法人化の対策のため県内医療技術者6田体会長会談を我が技

師会主やで閲催した。一方国鉄技師会は、当時園鉄は35万人の耽月を抱えた中の、福利厚生棟関として直営で全国に39病院、診

療所145箇所、放射線技師200名余、全国を9ブロックに分け各支部を設け私の所属する関東支部は約45名、水戸、捌崎、千葉、東京
の各鉄道管理局持ち回りで毎年技術学会を開催、各管理局へ開催依頼のお願いを5年臥支部長として経験、その後、昭和58年、

新潟鉄道病院へ転勤、新潟県技師会学会総会に参加、また新潟医療短大の闘学式、非常勤講師会議など雲の新潟で公、私共楽
しい思い出となっている。そして昭利60年、東京国鉄中央管理所、東京中央鉄道病院へと振動、その頃いよいよ国鉄の分割民営化が

大詰を迎えていた。国鉄技師会としても民営化に伴い、医療の統廃合による人月の整理に技師の配置転換のため関係省庁にお願
いに行ったこと、そして国鉄の35万人体制から20万人体制になり、国鉄の経営形態が、公共企業体からJR鉄道株式会社となり、直営

の医療矧卿ま、北海道、東日本、東海、西日本、九州、四国、と6つの鉄道会社と1つの1†物会社に分割され、全国の直営医療機脚ま9

病院と20の検診センターとなった。最後の国鉄中央病院からJR東京総合病院と名称が変更されて3年間、全国会長として東京都技

師会学会やら病院と技師会内外との折衝に苦労した。

日本放射線技師会学会総会には殆ど毎年参加できたのは国鉄仝同学会がかならず前日に開催されると連動していたためです。従っ

て国鉄技師会の特別講演と研究発表、円本放射線技師会のそれと常に2回聴講できたのは幸運であった。

思い出に残る行串とアトラクションについて、日放技総会が地方持ち剛）の第1臥昭和43年3月、伊勢市の神宮会館で開催されたと

きの栃木の代議員として参加したこと。Ⅹ線発見80周年記念式典が昭和50年東京会館で、ドイツ大使、秩父宮妃殿下御臨席のもとで

の式典参加、続いて平成7年11月8口、三重県四打市市の文化会館での100周年には秋篠宮妃殿下御臨席のもと厳）粛な雰囲気の中

で妃殿下の祝辞を拝聴した記憶が残っている。

また、東京の技師教育センターでの職域代表者会談には、臥私立大病院、三公社病院等の約12旺卜体の長を集めた会議、国鉄代

表として出席、中村会長の開会挨拶、職業の発展は教育なくしてはあり得ない、との持論の挨拶を長々と聴き、技師の地位待遇などに
ついてお互いの磯城での悩み苦労を語りあった。その後のプライベートの会食は楽しかった。

1969年、第4回世界会誠が東京のパレスホテルで関他∴世界16カ国からの参加があり私は始めてイヤホーンで同時通訳の学会総

会を経験した。国鉄が誇る追台特急北斗星での札幌学会でのジンギスカン料理と秋昧懐石、グレイト札睨C．Cでのゴルフ、盛岡学会で

の名門コース、安比高原C．C岩木山と東屋のレストハウスが趣があった。静岡学会での懇親会には焼津港から転送のマグロ1匹の解

体ショー、静岡C．Cの島田コース富士山をバックにナイスショット、秋田学会での竿灯の特別実演、宮崎学会では焼酎がメインの懇親会、

宮崎フェニックスC．Cは海岸の黒松林に囲まれた素哨らしい景観のコース、アリソンバンカーからの脱山に苦労した。沖縄学会の嘉手

納基地の近く国際コンベンションセンターで開催、サミットが閲催された万国津染錆を見学、各国首脳に振舞われた足利産ワインが陳

列されていた。大京オープンC．Cではハイビスカスとブーゲンビリヤの花に囲まれたティーグランド沖純松と海の見えるコースはすぼらしかっ

たが、ハブに注意などの宕板を見た。打ち上げは泡盛と豚足約で沖縄でのゴルフを楽しみ、首里城をあとにした。

県、親睦行事として、節11計ゴルフコンペを栃木東急（現、思い川東急）で企画開催した。

第二の職場JRから日産上三川工場へ10年間、わが国の基幹産業自動軒産業の診療所従業員として企業内社員の健康管理、日

産技師会会議などの九州、静岡、関東の致工場で会議、見学研修、この間の1999年10月の日産リバイバルプランがフランスJレノー社

から来たカルロスゴーンCOO（最高執行i■i住着）によって発表、必達目標として2000年度必ず黒字に転換、2002年度営業利益率4．5

％、これを見‡拘二達成し現在に至っている。
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祝・会誌創刊100号

会員投稿　栃木県放射線技師会への期待

100号記念を迎えて…

蒲生会宇都宮病院　医療技術部　診療放射線技術科

青　木　鮎　子
（技師歴5年会員）

私は、大学を卒業し診療放射線技師として病院に勤務し、間もなく5年目を終えようとしています。

私が就職した病院は、様々な情報を提供していただける先輩技師がたくさんいて、勉強する上での環

境に恵まれております。また、私にとって入職したときから、技師会主催の勉強会や講習会が当院を

会場に開催されることが多かったこともあり、とても身近なものでした。

勉強会に参加することによって得られるものは多く、また、他病院の先輩技師や同級生と情報交換

をすることも目的のひとつであり、楽しみです。他施設での技師の姿をうかがい知ることによって意

欲をかきたてられ、私自身のモチベーションを上げる良い機会でした。「そういう考えもあるんだ。

私も頑張らないと。」と、自分のあるべき姿を見出すことができました。

そういった勉強会等の機会の中で、医療技術が日進月歩の成長を続ける現代において、それを学ぼ

うとしなければ技術の差はどんどんひらき、現状から取り残されていくように感じることが多々あり

ました。そう感じ得るきっかけを与えてくれた技師会に出会えた私はラッキーでした。それは自分を

成長させる良いチャンスでもあるからです。これまで以上に新たな展開と益々の充実を図ろうとする

技師会へ、生意気ながら私が思う「栃木県放射線技師会への期待」を、以下に述べさせていただきた
いと思います。

これまでのように今後も、CT、MRl等、臨床の場に対応した即戟力となる講習会の開催を継続して

いただきたく思うと同時に、他にもチーム医療という観点を考慮し、放射線技師としてだけではなく、

医療人として必要な知識・技術に関する講習会があると興味深いと思います。

例えば、1つ巨＝こマンモグラフイについてです。撮影に必要な知識・技術を習得する機会はあるも

のの、オペ前後のブレストケアなどの現状については理解していません。技師の職域ではないのかも

知れませんが、患者さんにとっては白衣を着ていれば技師も看護師も医師もみな同じ医療従事者です。

何か質問されたときに的確な返答ができないと、「技師さんじゃ分からないのね。」と技師に対する

信頼をも失いかねません。

次に、例えば救急医療についてです。検査の途中で患者さんが急変した場合、医師や看護師が駆け
つけるまでに、実際その場にいる技師は何ができるでしょうか。買い物途中や道端で人が倒れた現場

に遭遇した場合、自分は放射線技師としてではなく医療人として何ができるでしょうか。なんとなく

は知っているけど自信がないし、もしかすると野次馬の中に埋もれているかもしれません。

放射線技師としての知識は当然ながら、更に視野を広げた知識・技術を習得することによって毎日

の業務もより充実するはずです。また他職種との円滑なやりとりを可能にし、チーム医療の中での技

師の必要性をも確立できると思います。

「やっぱり技師は写真屋さん。他には何もできない。」と思われるのは淋しすぎます。業務中はも

ちろん日常生活にも役立てられる技術を習得し、「やっぱり技師さんも医療従事者だね。」と認識可

能な形の専門職としての研蕾を桁めるような勉強会が身近にあってほしいです。数年後、「技師さん

たちの豊富な知識って、どこで得るの？」と閃かれた時、「放射線技師会だよ。」と胸を張って言え

るように今後も技師会に積極的に参加し、良き伝統を受け継ぎながら新しい時代を築いていきたいと

思います。

碇後になりましたが、この度は技師会会誌100号という記念すべきときに寄稿させていただき大変

光栄に思います。今後も200号、300号・・・へと未来に向かって新たな展開と益々の充実を続けられるこ

とを期待しています。「技師会会誌100号！」おめでとうございます。
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祝・会誌創刊100号

会員投稿　栃木県放射線技師会への期待

栃木県放射線技師会への期待
自治医科大学附属病院

藤　村　節　子
（技師歴10年会員）

今回、会誌100号記念の企画として技師会への期待を会員年数5年・10年・20年・25年と4段階に

分かれてそれぞれ意見をだすようにとのお達しがあり、会員10年の技師の担当をすることになりまし

たがさて何を期待するのかいろいろ考えてみました。正直私自身あまり技師会主催の勉強会や講習会、

その他もろもろの検定試験等にほとんど参加していないことを思うとこの企画を受けたこといまさら

ながら後悔しています。

そんな私が今後技師会に期待することとは…

①勉強会・講習会の回数と場所を増やして参加しやすいようにしてほしい。

②会報誌の発行回数を減らしてほしい。

（ヨコメディカルとしての立場の向上に力をいれてほしい。

ここからは上記に対する言い訳を言わせていただきます。

（∋ですが、回数と場所を増やしてほしいを具体的に言いますと、各病院施設ごともしくは各病院施

設近くの会場で同じ内容の勉強会・講習会等を開いていただけると参加しやすいのではないかと考え

ています。会場がそれぞれの病院から離れていると開始の時間に間に合わなかったり参加すること自

体が難しいことがあると思います。回数を増やしたりすると金銭的な問題がでてくるでしょうが、そ

こで②の会報誌の発行回数を減らして勉強会等にその分がまわされてもいいかなと個人的には思って

います。③に対しては誤解されるかもしれませんが政治的圧力団体になってほしいわけではなく、放

射線技師もいち社会人としてもう少し認知されているとありがたいかなあと10年放射線技師として働

いてきてふと思いました。

以上が私が技師会に期待することというよりもなったらいいなあと考えている空想の世界のお話で

した。だいぶ路線がそれたかもしれませんがこんなことぐらいしか古けなくてすみませんでした。
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祝・会誌創刊100胃

会員投稿　栃木県放射線技師会への期待

会員による会員のための技師会へ

濁協医科大学日光医療センター

金　田　幹　雄
（技師歴20年会員）

「技師会が会員のために何をすべきかを考えるのではなく、会員が技師会に何ができるかを考える

組織にならなければいけない。」

この言柴はユ0年ほど前に、ある役員OBの方とお話をさせていただいたときに聞いた言柴ですが、

とても奥深い意味が込められていると思いませんか。私は、役員主導ではなく会員主導の組織になれ

ということを言っていると思っています。とても雉しいテーマではあると思いますが、技師会のある

べき姿としては理想ではないでしょうか。

私は栃木県放射線技師会の理事をやらせていただいて15年になりますが、この15年間の技師会の活

動を振り返っても、技師会が会員のために様々な事業を考え、それを遂行し、会員をリードしていく

という考え方で動いていたと思います。技師会ではなく理事会と言ったほうが良いかもしれませんが、

いずれにせよ会員のことを考えて事業を展聞することで技師会を盛膏上げてきたと思います。しかし、

時代の流れとともに会員の技師会に対するニーズも多様化し、事業の企画が雉しくなってきています。

牛後教育講座への参加者が開催内容によって大きく変化するようになってきたのもその証拠の1つだ

と思っています。そろそろ技師会も時代の変化に対応し、事業を全体的に見直す時期に来ているのか

もしれません。

役員主導から会員主導の技師会へ。

「技師会ではこういうことをするので会員の皆さんよろしくではなく、会員の我々がこういうこと

がしたいので技師会でやらせてくれ。」です。

理事会で事業を考えて理事たちが中心となりそれらを遂行するのではなく、会員が事業を企画提案

し、会員が自らそれらを実行していくことが、技師会の本当の姿ではないでしょうか。そして技師会

は、会員たちの活動を後押しし、ただ見守る存在であればいいのではないでしょうか。

ここ数年、栃木県内において技師会とは別に様々な研究会が活発な活動をされており、ある意味で

技師会の存在価値が問われているような気がします。

現在、栃木県放射線技師会では、消化管撮影技術研究会とマンモグラフイ研究会の2つの研究会が

活動を行っています。これらは理事会主導ではなく、会員からの提案で充足し、提案者がそれぞれの

研究会世話人を務め理事会にとらわれずに自由な活動を行っています。

技師会で研究活動などを行うと自由に活動できないという話も閃きますが、公益法人である以上あ

る程度の制約を受けるのは仕方のないことだと思います。しかし、公的に認められている団体だから

こそ、その活動が社会貢献として認められるなど、技師会の中で活動することに意義があると思います。

会員一人ひとりが、技師会を利用してさまざまな活動や研節に励み知識や技術の向上を怪川、また

その活動を広く社会にアピールすることで、技師会も発展していくものと信じます。

一人ひとりの会員が技師会に何ができるかを考え、会員として積極的に活動し、これからも栃木県

放射線技師会を盛り上げていこうではありませんか。
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祝・会誌創刊100号

会員投稿　栃木県放射線技師会への期待

『進』

大田原赤十字病院

手　塚　章　一
（技師歴30年会員）

日本放射線技師会に入会して30年になります。その間、第1地区の幹事をやらせていただいただけ

で、技師会にはほとんど貢献していなく心苦しく思います。その私が技師会に望むことを述べさせて

いただき有雉うございます。

私が技師になった当時は技師学校は専門学校でしたが現在は、70パーセントが大学になっています。

他職種の臨床検査技師や理学療法士、作業療法士、臨床工学士等に比較して大学の割合は圧倒していま

す。また技師会で様々な研修会等を主催し専門技師を育成しスキルアップを目指しています。今後は

大卒の技師が増えて社会的地位も向上していくでしょう。

それに合わせてそれぞれの専門技師の有余格者が配置されてる病院は診療報酬に上乗せ等ができる

ように目指して欲しいです。もしこれが実現できれば病院における放射線技師の立場が飛躍的に向上

すると思います。
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会　　　　　　告

第79回定期総会開催について

平成20年度　栃木県放射線技師会第79回定期総会を定款第22条の規定に基づき、下記のとお

り開催いたします。

記

開催日時：平成21年3月15日（日）13時00分開会（12時40分受付）

会　　場：燭協医科大学関湊記念鰭講堂

（下都賀郡壬生町北小林880）

日　　程：1．開　　会

2．会長挨拶

3　総会運営委員会報告

4　議長選出

5．書記及び議事録著名人選出

6．議　　事

第1号議案　平成21年度事業計画（案）

第2号議案　平成21年度予算書（案）

第3号議案　平成21年度スローガン（案）

第4号議案　会費免除に関する規程について

第5号議案　その他

7．閉　　会

以」二

※　総会に出席の際は、別送の総会資料をお持ちください。

璃協医科大学 �������T 

干 

グランド［ 虫　看護学校 壌匡璽　宗 　鮨 �� �ヘリポート �郡 宮 県 連 宇 都 宮 線 栃 木 1 

l �学生l王手甥 教職員 駐車場 歴＿回］ 
テニスコート 　Ll．・．・．・．・．・．．」 �軽重場 ��l主車甥 
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会　　　　　　告

平成20年度第4回学術研究発表会

平成20年度第3回卒後教育講座開催について

平成20年度　栃木県放射線技師会第4回学術研究発表会、および第3回卒後教育講座を下記の

とおり開催いたします。

つきましては、ご多忙中とは存じますが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

記

開催日時：平成21年3月15日（日）9時40分（9時00分受付）～ユ6時30分

会　　場：濁協医科大学閥湊記念館講堂

（下都賀郡壬生町北小林880）

内　　容：●特別講演（第3回卒後教育講座）

「最近の放射線科運営について」

〈講師〉　大出原赤十字病院副院長　水　沼　仁　孝先生

●一般演題発表

「研究発表Ⅰ（CT、MR）」

「研究発表Ⅱ（マンモ、その他）」

「研究発表Ⅲ（CT）」

＊詳細はプログラム・抄録集を参照

会場整理費：500円

※　生涯学習カウントが付与されますので、技師格カードを持参してください。

－10－
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●日　時　平成21年1月31日（土）～2月1日（日）

■場　所　那須スポーツパーク会議室

1月31日と2月1日の2日間

にわたり「情報交換会」と「施

設間業務連絡会議」を兼ね合

わせて第1地区卒後教育講座

が開催されました。教育講座

は、2人の講師の先生と会員

による3演題からで主な内容

は以下の通りです。

第1演題『一般撮影（BENEO）とマンモグラフィー

（AMULET）の情報』

講師　富士フイルム㈱Ⅹ線モダリティー部

宮野　武略先生

CRに始まった画像デジタル

化の移り変わりの解説ととも

に、直接変換方式FPDを搭載

した撮影装置「BENEO」と

「AMULET」についての講演

をいただきました。

マンモグラフィー撮影装置

「AMULET」は新開発の2層

構造a－Se半導体を用いた直接変換方式を採用、光学

式スイッチング読出にて画像データを収集する方法

の開発により50ミクロンという世界最小の画像ピッ

チを実現したとのことです。さらに高純度セレンの

パネルを搭載すると共に、読出し後に残電荷消去光

を全面に照射することで残像を抑制し15秒の杭影間

隔も実現したとのことです。

第2演題『最新型MRによる新機能：

MAGNETOMシリーズを中心に』

講師　シーメンス旭メディテック㈱MR事業部

大澤　勇一先生

町■』　工芸l－∵∵芋
にプラスして神経線経のから

みが観察可能、造影剤を使用

せずにPurffusionが撮像可能と

いうような3T MRの展望など

を流れとして講演をいただき

ました。

新しいTlmシステムを搭載した新型1．5T「MAGN－

ETOMESSENZA」は、まずTlmではGRAPPAにより

あらゆる方向でパラレルイメージングが可能なこと

から、よりスピーディーな撮像が可能。さらに、こ

れまで寝台に埋め込まれていたスパインコイルを、

初めてガントリl小山こ配置した9エレメントのアイ

ソセンターマトリクスコイルとしたことで、常に最

も磁場の安定したエリアでの掃像が行え、磁場均一

性に優れた画質が確保されるということです。

第3演題『MRのバージョンアップによる操作性』

演者　大田原赤十字病院　佐藤　統幸会員

シーメンス社製1．5T MR

「MAGNETOM AVANTO」の

バージョンアップ（Blト・B15）

に伴う移り変わりを（1）画質（2）

アーチフアクトの軽減（3）拭

像時間（4）磁場コントロール

などの点から講演をいただき

ました。画質の向上もさるこ

とながら、RESTOREによるT2強調画像の揖像時間

の短縮、FLAIR画像でのTI倦自動計算、SPACE（3

D SE法）での1回の撮像で4種類の画像が収得可

能など、撮像時間の短縮が大きな移り変わりと感じ

られました。年間の批像件数も頭部で約1，000件、

MRCPで約200件増加しているとのことです。

最後にこの場をお借りして講師の先生方に御礼を

言わせていただきたいと思います。

第1地区通信委員（副地区理事）清　田　　　宏
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■日　時　平成21年1月24日（土）15：00～

■場　所　グランドホテル清風

1　会員発表
○当院のCACTについて　　　　　　　千明　秀人〔下都賀病院〕

OCT画像再構成の最適化に関する考察　神村　智成〔自治医科大学〕

2．メーカー講演
OMRl肝臓造影剤EOBプリモヒストの製品説明

中山　佳明先生〔バイエル薬品株式会社〕
03DWS S Y NA P S E VI C ETについて

杉田　匡之先生〔富士フイルム株式会社〕

本年度より県技師会の地区割りが変わり新しい仲

間との研修会となった。

会員発表が2演題・メーカー講演が2演題であっ

た。

演題1ではCACTの検査予約から検査終了まで

のながれと、画像作成方法の報告があった。CAC

TとCAGの画像を比較し、画像診断が■▲致しなかっ

た症例について原因検討を行い、よりよい画像の提

供につとめている。

演題2ではスライス厚のちがいによるCT画像再

構成時間の報告であった。

外傷・CPAなどの患者様は、全身撮影が行われ

ている。敏速な画像提供が診断に寄与するであろう。

興味探い報告であった。

メーカー講演1はMRI造影剤EOBプリモビス

トの紹介であった。

肝腫瘍の血流評価と肝細胞機能の評価が同時に可

能になった。またCTと比較しても、病巣検出能と

病巣鑑別能における非劣勢化が認められた。

今後肝臓の画像診断に大きく寄与するに違いな

い。

メーカー講演2は、3DWS SYNAP SE

VI CETの祐介であった。

対象部位の自動抽出を高い精度で行い、誰が操作

しても同じ結果が得られる再現性が実現した。同一

データ一により作成される3D画像の不均一が是正

されることを期待する。

最後に、有意義な会員発表・メーカー講演をつと

めてくださった皆様に御礼申し上げます。また開催

にあたり、ご尽力いただきました理事の方々に感謝

申し上げます。

第5地区理事　日向野　　勇



会の動静（平成20年9月1日～平成21年2月28日）

9／4　第3回三役会　（栃木県済生会宇都宮病院）

く会長・野澤・福田・牧島〉

9／9　第48回栃木県公衆衛生大会

（栃木県総合文化センター）

9／19　第3回理事会　（栃木県済生会宇都宮病院）

9／21第30回親睦ゴルフ大会（東雲ゴルフクラブ）

9／飢　公益法人制度改革研修会

（栃木県総合教育センター）〈牧島〉
10／3　北関東放射線技師会役員会

商・北関東地域放射線技師会役員会

（ホテル日航新潟）〈会長〉

10／4　北村日本放射線技師会会長との懇談会

（朱鷺メッセ）く会長〉

10／4・5　北関東地域放射線技師学術大会（新潟）

10／23　公益法人実務担当者研修会

（栃木県総合教育センター）く金田〉

11／1女性会月のための意見交換会

（パルティとちぎ男女共同参画センター）

11／8　第2回卒後教育講座（栃木県立がんセンター）

11／10　あすた－と19号発行

11／13　安足地区公衆衛生大会

（安足健康福祉センター）く会長・島田〉

11／14　第5回栃木県放射線技術研究会

（ホテルニューイタヤ）

11／21実務担当者会議　　（日本放射線技師会）

〈金田・矢野〉

11／21第4回理事会　（栃木県済生会宇都宮病院）

11／為　第3地区卒後教育講座

（栃木県済生会宇都宮病院）

11／詔　第4地区卒後教育講座　（佐野医師会病院）

12／6　マンモグラフイ研究会（栃木県立がんセンター）

第2回消化管撮影研究会（鬼怒ケ丘クリニック）

1／13　あすた－と20号発行

1／22　栃木県医師会新年懇親パーティー

（ホテルニューイタヤ）く会長〉

1／24　社団法人茨城県放射線技師会

創立60周年記念式典・祝典

（ホテルレイクビュー水戸）く会長〉

1／飢　第5地区卒後教育講座（グランドホテル清風）

1／30　第5回三役会　　（ウエルサンピア栃木）

く会長・神山・野澤・牧島〉

1／31・2／1第1地区卒後教育講座

（那須スポーツパーク）

2／5　企画部（放射線展）会議　　（本会事務所）
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2／7・8JSRT第55回関東部会研究発表大会

（宇都宮ポートホテル）

2／13　第5回理事会　（栃木県済生会宇都宮病院）

2／14　第2地区卒後教育講座（濁協医科大学病院）

2／21日本消化管がん検診学会関東甲信越地方会

第41回放射線部会絵会　（とちぎ健康の森）

2／認　平成21年度関東甲信越放射線技師学術大会

第1回会長会議　　（タワーホール船堀）

平成21年度事業計画予定表

平成21年
4月1日㈱会員数485名

会費納入〆切
4月11日出監査会（本会事務所）

第1匡l三役会（本会事務所）
4月加日働第1回理事会（済生会宇都宮病院）
5月11日偶）あすた－と21号発行
5月23日出第1回卒後教育講座
5月別日（日）第80匝卜総会勤続20、35年表彰式
6月4日㈱、6日出第25回日本放射線技師会学術大会

（鹿児島県）
6日吐）日本放射線技師会第67回定期総会
3日塩原2回三役会
日也会誌101号発行

7日幽第2回理事会（済生会宇都宮病院）
日（斜第3回三役全
日（釦第3寓理事会（済生会宇都宮病院）

訪日吐ト27日（日）関東甲信越放射線技師会学術大会
（東京都）

10月13日的あすた－と22号発行

11月7日也第2回卒後教育講座（公開講座）
11月20日（斜第4回三役会
12月4日也第4回理事会（済生会宇都宮病院）
12月14日偶）平成2年・乃年度栃木県放射線技師会役月

立候補公示

平成22年
1月12日的あすた－とお号発行
1月29日（釦第5回三役会
2月15日（月〉平鹿2年・お年度栃木県放射線技師会役月

立候補′切
2月19日也第5回理事会（済生会宇都宮病院）
3月1日鯛）第5回学術研究発表会抄録集発行
3月14日（日）第81回定期総会・平成2年・3年度栃木県

放射線技師会役員選挙
第3回事後教育講座・第5回学術研究発表会

公益法人格取得要点会は、適時開催する。
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会誌IOO毒手での軌跡
会誌100号手での軌跡を当時の社会的出来事とともにご紹介いたし審すJ

会三遷第I尋
・・・昭和＝3年（195さ年）7月

川58年の主塔出来事 

世界初のインスタントラー〆ン発売（l／25） 

早稲田手業の王貞治織手の巨人軍入団決定（8／31） 
素京タワー職工（IO／I4） 

新一万円札（聖撞舞子）葡行（I2／I） 

会誌第IO尋
…昭和＝さ年（I913年）〇月

1913年の主等出 ��稟事 

斬千円札（伊藤博文）発行（ ���� �／I） 弓スで暗殺（II／22） 
J　　　　　　　　l：イ ���脚 ）、死去 

力遊山制±れ（ �12／さ ����I2／ほ） 

会誌第20号
…昭和4；年（I9朗l年）l月

I軸8年の圭等出瘍事 日傘初の心臓移縫（和田心臓移撼事件）（さ／8） 

ヽ■■　　l 川端績成脚′－ベル文学雷電雷（ �IO／ � �7） I �2／IO） 

素京蓼府中市で三億円強奪事 

金筏第30尋
…鴫神棚年（1973年）IO月

I973年の主幹出来事 

足尾銅山を閉山（2／24） 

第m次中葉戦争でオイルシ椚ウ（IO／IT） 

江嶋玲於奈聯′－ベル穐理学雷（lO／23） 

B事由内での出生数ピーク（209万人） 

会誌第40号
…略和54年（1979年）3月

I979年の圭等出 �無事 � 

初の邑公立大学 �共通－； �棚婁施（I／I3） 
第5昌先進風音 �鈷余儀（ �東京サミサト）開催（l／2さ） 
風立佐倉病院で �日華初の死 �体腎移撼（7／22） 
天然痘が榊虻 �WHOが宣盲 �（IO／21） 

－32－

ニュース巡廷

某IO尋で臥「随惣」
等ら鎗「噴射口」17

という見出しが・・・

勅願湖亜獅蛸政
芽20号

慕31号で鯵、第2代金

農大噂氏の退任繊軌
慕　代金会長　村氏か就

任柳あl鯵した。

栃木黒放射線技師全会誌

妃念すべ蜜第I寺の
内奪臥
「鎗金の訊知らせ」

のみでした。

二・三」

－、L

●軌鳩一山11J

どくら　　　　′

第20号に鯵、

JつのスローガンがJ
・職種の－一本化

・既得権の完全擁讃
・l軸詑湘旺魯有配糾う

脚　敢蛸地坪細胞

第40号で臥オーつ
ンした膠かりの礪協

医大病院の放射線治
療センターが紹介ま
れ審した。
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金許第50号
…昭和59年（I9さ4年）3月

I9糾年の主塔出来事 ロサンゼルスオりンピャウ開催（7／2 インド、ガンジー首相網綴（IO／3 �8） I） 

紡織幣発行（権渾諭盲、新郎司邑造、 �白濃石）（II／I） 
日傘の平均寿命が発奮とも世界一 

会訪第00号
…平成元年（I〇一け年）3月

川89年の主塔出来事 

昭和天皇が由胃し、新元号r平成」を発奮（I／7） 

良民的簿声蒙・手塚治虫が死去（2／9） 

満貫秩施行（畿串3％）（4／I） 
ベルりンの蟹由疇（II／II） 

会誌第70号
…平成l年（I994年）3月

川94年の主塔出来事 
オウム真理教にさる枢事サりン事件発生（l／27） 

日本人初の食性宇宙爾行士（向＃千秋）（7／8） 
北徽金日成主席死去（7／さ） 
大江健三蝉即′一ベル文筆雷電雷（lO／I3） 

金彷第80号
・・・平成II年（川99年）3月

I999年の圭等出来事 � 
EUの単一通貨ユー �ロ導入（I／I） 

ヨルダン、フセイン邑 �王死去（2／7） 

法に基づく初的ての臨 �死資総称楯（2／2さ） 

東海村JeO臨界事故 �発生（9／】○） 

会誌第lO尋
…率眉目鳩年（2104年）3月

医師の卒繊 �囁鯵 � 
アテネオりンビサウ 「新潟線中饉地震J 新紙幣発行（ �� � �／ lO D � �3） 野口英世）（9／30） l ／2 

発生（ 、樋 

食詰第I00号
…平成2I年（2009年）3月

栃木県放射線技師会会誌

＝！．．‾

llVJ111▼

J Tl11T

幕lO寺に鯵、「野球
ユニホーム作られる」

という見出しがJ

棲＊t放射線技師全会漉

701■■●・事

第80号で鯵、r縞化
管機影研究会J、「乳
房擁影研究会」等仁
積極的等活動が伺え
手書。

隻栃不不　放射甜技師会会誌

了…　h鋪2…．3
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第50号鯵、
記念特集として編集
±れ零したJ

栃木県放射線技師会会話

■さt⊃1■●●，1

第70青堀上講座
で惨、「ノヽり椚ルeTJ

が造語でしたJ

胡こ　ら由：農　人

橋本県放射線技師会食鶴

■8⊂l1089．3

第90号の飴慧r生ベ
トナム」で鯵、青年海

外協力陣の織藤氏の
活躍が伺え手書。
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賛助・広告会員一覧

○富士フイルムメディカル株式会社

○日本メジフィジックス株式会社

○東芝メディカルシステムズ株式会社

○栃木放射線株式会社

○富士フイルムRIファーマ株式会社

OGE横河メディカルシステム株式会社

○エーザイ株式会社

○株式会社島津製作所

○有限会社大川化学

○株式会社フィリップスエレクトロニクス

ジャパンメディカルシステムズ

〇第一三共株式会社

○株式会社カイゲン

○ケアストリームヘルス株式会社

○株式会社邦商

○株式会社日立メディコ

○シーメンス旭メデイテック株式会社

○株式会社鯨屋

○堀井薬品工業株式会社

○バイエル薬品株式会社

○伏見製薬株式会社

○タイコヘルスケアジャパン株式会社

○コニカミノルタメディカル株式会社

（順不同）

編集委員会よりお知らせ

』平成21年度より、会誌の発行は年1回（7月）を

予定しております。内容をより充実させ、会員の皆様

に役立つ紙面作成を考えております。

■会員の皆様からの原稿も随時募集しております。

学術論文でなくとも随想や主張でも、また身近な出来

事でも結構ですので、本会編集委員または事務所まで、

お問い合わせください。

編集後記

■私自身、「会誌100号までの軌跡」を作成してみて、

改めて本会の歴史の深さ、先達の思い入れというもの

を感じさせられました。県民の医療に欠かすことので

きない、我々の職務を遂行するためにも会員一同、精

極的に本会を盛り立てていきましょう！

■今年、診療放射線技師の国家試験は第61回（2／26

実施）です。合格発表は3／31で、年度内に合否が決定

します。学生の学力低下、さらに18歳人口の減少が社

会問題になっておりますが、各養成校も学生募集や教

育指導には苦労しています・・。

■会誌も100号からA4版になりました。次号からは

表紙のデザインもリニューアルする予定です。

社団法人栃木県放射線技師会編集委員会

委　パ：鯉口清孝、′ト野光也、野澤幸二、放鳥正道
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