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言　　　＼、

社団法人栃木県放射線技師会

会長　茂　木　常　男

救急医療と放射線技師

救急医療は医療の原点である。

当初の救急医療は外傷が主であったが、近年、高齢化や成人病などによ町政急医療の疾柄に変化が

現れてきた。救急医療はチーム医療の原点とも言える。各専門職が専I判生を発揮して、初めて適切な

医療が提供できる。すなわち、専門職の信頼が、チーム医療の基本であると言えるだろう。その一員

に放射線技師はいる。放射線技師の臨機応変・状況判断力・救急処置技術によって適切な医療技術が

提供できる。

その大前提には、基本的な医学的知識と撮影技術、そして人間性が挙げられる。その救急医療を取

り巻くチーム医療職の報道はというと、医師・看護師が主であり放射線技師についての報道は決して

多くはない。国民にはまだ救急医療と放射線技師という関係が見えていない。今lこ】の救急医療を考え

たとき、画像診断軽くして医療は成り立たないと言っても過言ではない。この画像診断を供するため

の提供者は、放射線技師が主である。その提供者を一手に担っている放射線技師の対応次第で、人命

に係わる救命医療の初期治療が変わってしまうとも言える。救急医療と放射線技師との関係は、切っ

ても切れない重要な関係にある。

これほど大切な救急医療の撮影技術はどうだろうか？

救急患者の多くは、痛みによる苦痛、眩緑、出血、嘔吐、意識障害、呼吸困難、ショックなどを伴

い、通常の揃影法では対応できないことが多々ある。まして、急性期の画像診断が予後を左右すると

言われている今日では、より大切な業務である。ここで、救急医療と放射線技師の一専門的知識と技術

が問われてくる。

今一度、本会のスローガンである「専門的蘭蘭と技術の習得に努めよう」を考えてほしい。国民か

ら期待される放射線技師職にしていくためにも、救急医療における専門的知識と技術の習得に努めて

みてはどうだろうか。

その結果、必然的に放射線技師が「国民から期待される職業」になっていくと思う。



■IH事第80回総会開催報告　事！

第80回総会開催報告
開催日時．平成21年5月24日　午前9時30分

開催場所　コンセーレ（宇都宮市駒生1－1－6）

正会員数，466名

出席会員数　279名〔本人出席19名、委任状出席216名、書面表決出席者44名〕

書　　　記：福田敏幸

議事録著名人　金田幹雄、神山辰彦

副会長神山辰彦の開会の挨拶に続き、勤続20年表彰者10名、勤続35年表彰者4名が会長茂木常男より表彰

された。

総会運営委員長の日向野勇が、本日午前9時30分時点での正会員数と出席者数を報告し、第80回総会が有

効に成立する旨を告げた。

書記並びに議事録著名人の選出を諮ったところ、執行部案が承認され、議長に柏崎克彦、i雪：記に福田敏幸、

吉消去録著名人に金田幹雄、神山辰彦が選出された。

第1号議案・第2号議案：平成20年度事業経過報告及び平成20年度会計決算報告について、会長茂木常男、

財務部長金田幹雄が報告した。会場より質問がないため、議長は採決を行い、賛成多数で承認された。

第3号試案：平成20年度監査報告について、監事若林忠恭が報告した。会場より質問がないため、議艮は採

決を行い、賛成多数で承認された。

第4号試案：その他について会場に諮ったところ、特になかった。

以上で議事がすべて終了し、副会長神山辰彦の閉会の挨拶があり、散会となった。

第1号議案 �画本人出席19名、委任状出席216名、二甘面表決出席者朋名 

平成20年度事業経過報告 �匡司0欄 

第2号議案 �直垂本人山勘9名、委任状出席216名、苦而表決出席者現名 

平成20年度決算報告 �匡司膵 

第3号議案 �画本人出帆9名、委任状出離16名、杏面衷決出席者朋名 

平成20年度監査報告 �直垂0票 

総会運営委員長　日向野　　勇

－クー
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▲開会挨拶をする神山辰彦副会長

▲勤続35年表彰者　豊田史郎（県西健康福祉センター）会員の
代理として授与される放鳥正道理事

▲監査報告をする若林忠恭監事

▲会長挨拶をする茂木常男会長

▲総会成立を告げる日向野勇総会道営委員長

▲決算報告をする金田幹雄財務部長

▲会場風景

－3－



第1回卒後教育講座　＿一　】

●日時　平成21年5月23日仕）15：00～18：00　■会場　コンセーレアイリスホール（栃木県青年会館）

■参加人数　55名

液晶モニタの晶賃管理

内容　1・液晶モニタの基礎知識
2．液晶モニタの品質管理と実践

講師　株式会社ナナオ　マーケテイング部　商品技術課

技術支援係　係長　山　上　　剛先生

今回の牛後教育講座は、株式会社ナナオ様の御協

力により、液晶モニタの基礎知識についての講演、

実機を使用した液晶モニタの品質管理と実践を6グ

ループに分かれワークショップ形式で開催された。

講演では液晶モニタの構造と原理、医用モニタの

実力と選択方法、そして、モニタ品質ガイドライン

に基づいた液晶モニタの品質管理について、その必

要性と各種試験の説明、ガイドラインで必要とされ

る画質条件、輝度・階調特性・画面の均一性に関す

る要求事項等を豊富な資料や画像を交えて解説して

いただいた。

実機を使用した液晶モニタの品質管理と実践では、

モニタの特性、JESRA X－0093品質ガイドラインに

基づいた品質管理、受入試験・不変性試験等を説明

していただき、その操作方法などの実演を行った。

また、キャリブレーションを実施し、キャリプレー

ション終了後、再度目視試験を行いテストパターン

や模擬結節の見え方の相異を体験した。

品質管理業務の一部が医療機関外に委託できるこ

と、施設内品質管理委員会逆用の公認、モニタ使用

者への品質管理必要性の理解、モニタ電源管理の重

要性など運用上のポイントを含め大変参考となる内

容であった。

現在、多くの施設でモニタ診断が行われているが、

適切で安定的な診断を行う環境を維持するためにも、

液晶モニタの基礎知識の理解、日常の品質管理の重

要性を再認識するとても有意義な卒後教育講座となっ

た。

最後に、機器の搬入や会場準備を御協力いただき

ました株式会社ナナオ様のスタッフの皆様、関係役

員、そして参加くださった会員の皆様に心より感謝

申し上げます。

－4一
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第1回卒後教育講座



日常勤務をしている私たち診療放射線技師では、なかなか出向くことができない北米放射線学会について、

学会等の様子を交えメーカー4社に講演していただきました。

今回、学会における各メーカーのテーマ、ユーザーに伝えたいことなどをまとめていただいたので報告し

ます。

第2地区通信委員　猪　瀬　智　就

1．東芝メディカルシステムズ㈱

RSNA2008の概要

1．メインテrマ：PersonalLearnlngintheGlobalCommunity

オンコロジーイメージング、心臓CT、IHEによる医療情報の統合などといった幅広い分野における多く

の教育コースや研究発表を通じて、プロフェッショナルとしての研頚を積むようTheresaC．McLoud，MD大

会長は会員に向けて呼びかけました。

2．RSNAO7－08のキーワード

①volumetricImaging

マルチスライスCT、超音波を始めとして、全てのモダリティが投影、断層像からボリューム画像へと

シフトしました。とりわけ、東芝が世界で初めて320列エリアデイテクタCTをRSNA2007で発表し、世界

中のマスコミがこれを報道、RSNA最大のサプライズと許されました。そして、今年は世界中で稼働する

同CTの数々の臨床実践が示されました。

②TISSueCharacterizationandFunction

パフュージョンによる全身臓器の機能評価やデュアルエナジーによる組織評価、さらにPET－CTなどの

フュージョンモダリティによる癌治療効果判定といった分野で新たな臨床応用の可能性が提起されました。

③Radlat10nDose

放射線機器のもつ負の側面としての「RadlatlOnDose」をいかにマネジメントするか？

技術サイドからいかに被曝を低減するかの研究や技術発表が数多く行われました。RSNA2008では、こ

の課題に対する各種エビデンスの報告や教育コースが数多くありました。

3．演題

①最多演題

消化器系：600件超、次は脳神経：600件弱です。

②モダリティから見た演題数

CT／MRの演適がほぼ同数で600件弱（RSNAは両モダリティがコア）です。

PACSやWSといった汀システムを中心とした研究や教育コースが充実しています。

超音波、核医学関連は200件弱、両者は主に腫瘍関連で活躍しています。

4．学会のグローバル化

RSNAは各国を代表する放射線学会との共催により、その国の特色ある研究成果を一堂に発表するとい

－6－



第〇地区

うセッションを開設。昨年のイタリアに次いで、今年は日本が選出されました。「Japan Presenls」と題す

るセッションで日本医学放射線学会を代表する選りすぐりの研究発表が行われ、日本のプレゼンスを世界

にアピールすることになりました。

東芝メディカルシステムズ㈱のActivity

弊社はグローバルな総合イメージング企業として、このRSNAで長年に亘り最先端の機器・システムを

展示、さらにお客様との共同研究発表や東芝技術者による学術発表を継続してきました。そして今回も数々

の新しいテクノロジーやWIP（WorkslnPrOgrCSS）を世界に向けて発信しました。

1．グローバルセミナー

（丑320列CTセミナー

片獅和広教授（藤t］］保健衛生大学）座長のもと、AquHlOnONEの最新臨床応用について胸腹部領域はパ

トリック・ロガーラ先生（フンボルト大草）、心臓領域はナリンダ・ポール先生（トロント大学）からご

講演いただきました。

（ヨブレスト・イメージングセミナー

東芝の新しいMRマンモコイルとアプリケーションを使用した臨床についてパメラ・オットー先生（テ

キサス大学）、超音波診断装置の新しいアプリケーションを使用した臨床についてはエレン・メンデルソ

ン先生（ノースウエスタン大学）からご講演いただきました。

2．主な展示機羞

24mX70mの巨大スペースを確保し、世界中から多数のお客様のご来場をいただきました。

G）X線FPD方式一般撮影システム、マルチアクセス方式アンギオシステム、X線透視揖影システム

（むCT　320列／64列CTシステム

③MRl．5TMMR、3TれMR（WorkinProgress）

①超音波　Breastpackage、4Dプローブ、WorkStation

u■FU 当一㌔⊥　一」」LJご



2．コニカミノルタヘルスケア㈱

RSNA2008のREPOT

く新製品のご紹介〉

★PLAUDR…FPDを使用した立位専用機C－50、臥位専用機C－30

●製品コンセプト

・高画質・高品質「Csl」採用のフラットパネルデイデクタ、更なる最適化された画像処理アルゴリズム

との融合で、「高画質」の提供。
・低線量撮影・高いD（〕Eの実現と少ないⅩ線被爆量で診断能力の高い画像を提供。

・高速化・撮影後表示時間は「5秒後」、サブパネル（CIP）にも同時表示する即時性で、効率価値を高

める「ワークフローの実現」の提供

・操作性・医療現場にふさわしい「やさしさ」と医療機器にふさわしい「清潔感」をスタイリングコンセ

プトとし、患者の負担を軽減した「操作性」の提供

★REGIUSPUREVIEWTypeM・・・世界最小サイズを実現するデジタルマンモグラフイシステム

●製品コンセプト

・従来の位相コントラスト技術による高品位画像を継承しつつFlexAECによる安定した高品質画像の提供

●PCMシステム

・乳房X線撮影装置PURE VIEWとのX線照射条件連携権能搭我。ソフトコピー、ハードコピー双方への

高精細画像（世界最小25〃m）を提供
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3．富士フイルムメディカル㈱

～直接変換方式FPDのJ（ネル紹介～AMULET

世界最′ト画素50〃mを実現

新開発の2層構造a－Se画像センサとDlreCtOptlCalSwltChingテクノロジー

X練から電荷へ変換するプロセスは、Ⅹ線吸収が高く鮮鋭度に優れるアモルファスセレン半導体を用いた直

接変換方式を採用しています。センサの構造は下図に示すとおりで、ガラス基板上にストライプ状の透明電

極屑（StripeElectrodes）、読出光導屯層（ReadoutPLC）、電子蓄積屑（ETL）X線光導電層（XrayPLC）、

上部電極（TopElectrode）で形成されています。

1同日のa－Se層は「センサの層」となっており、X線が被写体を透過した後この層に入射し、電荷（電子
一正孔対）に変換されます。（下図：a電荷変換）この電荷は印加された電解に沿って＋電荷（正孔）は上

部電極に移動、一電荷（電子）は電荷蓄積層に移動して保持されます。（下図：b蓄積）

2層目は「スイッチング層」となります。本センサの特徴である「光誘起放電効果」を利用する光学式ス

イッチング読出（DirectOpticalSwltChlng）にて、画像データを収集します。保持層に電子が蓄積した状態で

は、電極に正電荷が誘導されて読出光導電層内に電界が生じます。この状態で透明電極側から読出光を照射

すると（下図：C読出）読出光導電屑において自由電子一正孔対が発生。発生した正孔は保持された電子と

中和され、それと対の電子が検出され信号となります。従来のTFr方式においては画素サイズを微細化する

とノイズが増え50〃の解像度と画質の両立が難しかったが、新方式の採用によって実現することが可能とな

りました。

上都電

X線光導電塘

t荷苔欄層
琵出光ヰ電崩

ストライプ状透明電極

50岬lピッチ光聞け†

（a）X絶叫電荷架線　（b）苗II　（C）誘出
ConvllrSion　　　．b・umulall。n

r参考文献」

がんサポート2009年1月号：エビデンス社
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議長は、その他について誇ったところ特になく、　　議長は、本日の平成20年度第5回理事会における

以上本日の議案が、満場一致にて承認されたことを　　議案がすべて議決完了したことを重し、議長席を降

確認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　壇した。

議長：茂木常男　閉会を宣し、午後8時30分散会

した。

会の動静（平成21年3月1日～平成21年6月30日）

3／3　会誌100号記念誌発行　　　　　　　　　　　　4／1会員数亜1名

3／15　第乃回定期線会及び第3回卒後教育、第4回　　4／1会費納入〆切

研究発表会（濁協医科大学病院関湊記念館）　　4／4　国際医療福祉大学入学式

3／17　国際医療福祉大学学位記授与式　　　　　　　　　　　　　　　　　（那須アスリーナ）〈会長〉

（那須アスリーナ）く会長〉　　4／7　県との事務所移転に関する打合せ

3／次　栃木県健康診査管理指導協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　（栃木会食）〈野澤・矢野〉

（栃木県庁）〈会長〉　　4／11監査会・第1回三役会（本会事著所）
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〈会長・川口・若林・神山・野澤・福田・

金田・牧島・矢野〉

4佃　第1回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

5／2　北関東地域放射線技師会第1回役員会

（バイオランドホテル）〈会長〉

5／11情報誌「あすた一と」Vol・21発行

5／16　第1回消化管撮影研究会（鬼怒ケ丘クリニック）

5／23　第1回卒後教育講座（コンセ‾レ）

5／24　栃木県放射線技師会第約回定期捻会・

勤続20、35年功労表彰

6／4～6　第25回放射線技師稔合学術大会

（鹿児島市）

6／6　日本放射線技師会第67回定期絵会

6／15　第4回ラジオロジーアセスメントセミナh栃木

（ホテル東日本宇都宮）

6／刀　事務所移転についての打ち合わせ

（栃木会館）〈福田・矢野〉

6／26　第2回三役会・公益法人取得委貞会

（栃木県済生会宇都宮病院）

く会長・神山・野澤・福田・牧島・金田〉

平成21年度事業計画予定表

平成21年

7月17日也第2回理事会（済生会宇都宮病院）

9月4日幽第3回三役会

9月18日幽第3回理事会（済生会宇都宮病院）

9月26日出～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㈹あすた－と22号発行

11月7日出第2回卒後教育講座（公開講座）

11月20日幽第4瓦三役会

12月4日也第4匝理事会（済生会宇都宮病掛

12月14日偶）平成22年・お年度栃木県放射線技師会役員

立候補公示

平成22年

1月12日的あすた－と刀号発行

1月29日也第5匡ト三役会

2月15日明）平成22年・お年度栃木県放射線技師全役員

立候補／切

2月19日幽第5回理事会（済生会宇都宮病院）

3月1日（月）第5回学術研究発表会抄録集発行

3月14日（巳）第81回定期総会・平成㌶年・詔年度栃木県

放射線技師全役員選挙

第3回卒後教育講座・第5回学術研究発表会

公益法人格取得委員会は、適時開催する。
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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）

編集後記

●会誌101号から表紙デザインがリニューアルされま

した！デザインを提供くださいました藤崎印刷株には

感謝申し上げます。

■世界中で新型インフルエンザの感染拡大が続いて

いますが、マスメディアの報道に翻弄されず、正確な

情報を冷静に判断し対処することが肝心です！皆様の

施設や部署では十分な対応はできていますか？

●第1回牢後教育講座では液晶モニタについて学び

ましたが、管理の徹底が大きな課題です。外来診察室、

病棟（ナースステーション）など、酷いものです…。

定期的なメンテナンス計画を立てることが、先ず必要

です。

山あげ無く那須烏山市〉

450年の伝統を詰る日本一の野外劇です。全国でも類例の

ないこの「山あげ行事」は、昭和54年2月に回重要無形民

俗文化財に指定されています。

山あげ余興公演は7月第4過の毒・土・日曜日の3田岡に

わたり行われます。

■2009年7月22日、日食が起こります！日本では、

全国で部分日食を観察することができます。また、奄

美大島北部、トカラ列島、屋久島、種子島南部などで
は、皆既日食を観察することができます。そして何と、

次回は北関東などで皆既日食が見られるとのことで

す！ただし、次回といっても26年後の2035年9月2日

ですが…。

社団法人栃木県放射線技師会編集委員会

安　fl●樋口i－1孝、′ト野光也、野澤幸二、歌島正道

社団法人栃木県放射線技師会会誌N0．101

JournaJofTochjgiAssocIatlOnOfRadiobgicTechnologists

平成21年7月10日発行

稲　葉　社団法人栃木県放射線技師会編集委員会

発行人　茂　木　ー常　男
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