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社団法人栃木県放射線技師会

会長　神　山　辰　彦

「狂」のこころ

NHK大河ドラマ『龍馬伝』を毎回楽しみに

している。「幕末史の奇跡」と呼ばれた風雲

児・坂本龍馬33年の生涯を描いたものである。

そこには、幕末から明治維新の日本に影響を与

えた人物も登場し、歴史ドラマの面白さが凝縮

されている。そこで今一度、幕末の歴史を学習

しようと思い何冊か関連本を読んでみた。

その中に松下村塾頭の吉相松陰の「狂」とい

う文字があった。吉田松陰は、自らを「狂愚」

と呼んだ。「狂は′削二進取に鋭く、愚は常に避

趨に疎し。」つまり、「狂」は積極的に何事か

を進み取ることに鋭い。「愚」は、逃げたりす

ることに疎い。すなわち、「狂」は積極的に行

動する人。「愚」は退くことを知らぬ馬鹿正直

な人。という意味をもっている。

そして、吉田松陰は「狂」の字を塾生に数え

たという。その意味は、クレージーということ

ではなく、自分でもて余してしまうような情

熱、狂ったまでの志や情熱がなければ大事は成

し遂げられない。ということらしい。

吉田松陰の「狂」の思想は、教え子に受け継

がれ、高杉晋作の言葉「狂挙」となる。当時の

長州藩は、「撰爽」という公約に酔っていた。

そこで高杉晋作は、ただ公約を掲げる藩に嫌気

がさし、自分の行動をあえて「狂挙」とし「異

人襲撃未遂」、「英国公使館焼き討ち」を実行

する。そして「狂挙」という自分の言葉に自分

を駆り立てる。一方、全く逆の立場で井伊直弼

は「安政の大獄」を断行し、自分を「狂挙」に

駆り立てなければ政をできない時代であった。

このように倒幕派にも、幕府派にも、同じこと

を感じ、「狂」を自分自身に課した者は多かっ

たと思うし、もちろん坂本龍馬もその一人であ

る。

この幕末史を眺めると何かをやり遂げるため

の苦悩の必然性を感じつつ、一方では県技師会

長として非常な重粥を感じていた。そんな中、

見つけた吉田松陰の「狂」の字と「狂」のここ

ろ。この気概で心新たに技師会活動に取り組有

所存である。

どうか会員の皆様方も、県民の医療と保健維

持に寄与しているというプライドと公益法人で

ある職能団体というブランドを胸に掲げ、

「狂」のこころをもち、「技師会を租極的に利

用していく」という目的意識をもって技師会に

参画していただきたいと思っている。

「何を以って狂というか。狂とはその．もが浩然と

して替り高く藷り碑るものであり、言、行をかえり

みず、行、言をかえりみないことである。」

舌回船を

余談であるが、この高杉晋作と本県壬生町の

関係は、自らの剣術の腕試しなどで壬生を訪れ

たことが本人の日記からわかっているという。

下野新関WEBサイト（SOON）に詳しく掲載

されている。興味のある方はご覧ください。

http：／／wwvv．shlmOtSUke．coJP／town／reglOn／

CentTal／mlbu／news／



■！？！！第82回総会開催報告！！

第82回総会開催報告
開催日時．平成22年6月12日仕）17時～

開催場所：ニューサンピア栃木（鹿沼市栃窪1255　電話0289－65－1131）

正会員数．468名

出席会員数　295名〔本人出席者39名、委任状出席者218名、喜面表決出席者38名〕

書　　　記●福田敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）

議事録著名人．野澤幸二、牧島正道（栃木県立がんセンター）

副会長茂木常男の開会挨拶に続き、総会運営委員長が当日16時時点の正会員総数と出席者数を報告し、本

会の総会が有効に成立する旨を告げた。

議長、古記並びに議事録著名人の選出方法を諮ったところ、満場一致をもって執行部案が承認され議長に

柳沢三二朗、古記に福田敏幸、議事録著名人に野澤幸二、牧島正道が選H＿1された。

第1号議案・平成21年度会務経過報告および第2号議案‥平成21年度会計決算報告について会長および財

務部長が説明し、会場より質問等ないため、議長が裁決を行い賛成多数で承認された。

第3号議案　平成21年度監査報告が監事川口俊郎より、監査の方法と結果について説明した。会計は適正

に処理されており、会務は21年度事業計画に基づき計画どおり執行されたとの報告があった。会場より質問

等ないため、議長が裁決を行い賛成多数で承認された。

第4号議案：その他について議場に諮ったところ特になかった。福田′計務理事より本会事務所が栃木県栄

町別館から栃木会館へ移転したことを伝えた。

以上、議事がすべて終了し、副会長野揮幸二の閉会挨拶で散会となった。

－2－

総会運営委員長　吉　成　亀　蔵



二二T「　第1回卒後教育講座・＿＿＿　＿＿　＿＿＿＿＿＿二二二二‾二二二‾‾‾：‾二

i開催日時　平成22年6月12日（土）15：00～

■出席会員数　64名

内容

i開催場所　ニューサンピア栃木（鹿沼市栃窪1255）

1．「平成22年度診療報酬改定のポイントについて」

第一三共株式会社　医薬営業本部　北関東支店

癌・造影剤・消化器担当　北島　正則先生

2「Everyday3TMRlexamlnat10nを実現するVantageTltan3T」

東芝メディカルシステムズ株式会社　関東支社

営業推進部MR担当　　　金子　敏伸先生

3．「富士フイルムの最新FPDシステムの最新動向」

富士フイルムメディカルシステムズ株式会社　モダリティーソリューション部

北開索MS支援部　　　　宮野　武晴先生

当日は天候にも恵まれ、多数の会員に参加いただ

きました。

第一三共の北畠先生からは診療報酬のお話をして

いただき、放射線技師の技術に関わる部分での点数

が加点されたこと、それには日本放射線技師会の尽

力もあったことなど技師会活動の成果の一端を垣間

見た思いでした。

TMSの金子先生からは、3T－MRIの技術解

説をしていただき、会員各位、大変参考になったこ

とと思います。

第一三共膀）北島正則先生

FMSの宮野先生のご講演では、FPDの他社と

の違いや薬篭レイアウトなど現場での装置導入時の

参考になるお話をしていただきました。

行楽に絶好の日和の中、参加いただいた会員の熱

意に応えるかのように、講師先生方のご講演にも熱

が入っていたように感じました。

また、この場をお借りして講師を快諾いただいた

先生方に深く感謝申し上げます。

東芝メディカルシステムズ（株）　　　富士フイルムメディカルシステムズ㈱

金子敏伸先生　　　　　　　　　　　　　宮野武晴先生

学術部　寺　島　洋　一

－3－



去る5月1∠1日似、15日出の2日間、栃木県総合文

化センター第一ギャラリーにおいて第27回日本核医

学技術学会関東地方会（大会長．山本智朗）と共催

のもと「ふれてみよう　放射線展」というテーマで

放射線展を開催しました。

／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

一般の方に広く放射線や診療放射線技師を理解し

ていただくことを目的に本会で作成した放射線検査

の内容や検査の流れ、診療放射線技師の役割などを

図解したパネルの展示と、日本メジフィジックス（柵

と富士フイルムRIファーマ（輔の協力による認知症や

PET検査などのパネル展示とビデオ放映を行いまし

た。2日間の入場者数は延べ200名を超え、たくさ

んの方に立ち止まってパネルを読んでいただきまし

たので放射線技師の仕事内容が少しでも理解された

ものと思います。

また、今回は（輔AZE、アミン（榊、シーメンス旭

メデイテック（柵、GEヘルス・ケアジャパン（輔の4

社に協力していただきワークステーションのデモ桜

の展示も行いました。一般の方に最新の3次元医療

画像の作成などを体旗していただきましが、熱心に

画像を見て説明を附くなど好評でありました。

さらに今回は、屋外に東芝メディカル（鵬にマンモ

グラフイ健診PRカーを展示していただきました。

これは、健診受診年齢の女性の方々の興味を引いた

ようで2日間で約40名の来場者がありました。

最後に、今回の出展に際し多大なるご協力いただ

いたメーカー各社および国際医療福祉大学の学生諸

氏に感謝申し上げます。

企画部長　小　黒　　　清

－4－



チャリティーコンサート2010in栃木

がん検診受診促進プロジェクト（栃木県・アフ

ラック）は、がん検診受診促進事業の一環で小児が

ん支援の輪を広げることとがん検診の受診促進を目

的として6月10日に「チャリティーコンサート2010

in栃木」を栃木県総合文化センターメインホールに

おいて開催しました。そして栃木県保健福祉部健康

増進課より会場においてがんに関連するブースを設

け、広く県民にがんの理解およびがん検診受診促進

に関連した出展を行うよう関係団体に通知があり、

本会も出展する運びとなりました。

本会としては「乳がん自己検診のすすめ」をテー

マに出展することとし、本会にある2枚のマンモグラ

フイに関するポスターと栃木県済生会宇都宮病院よ

り借用したマンモの触診体験模擬ファントムの展示

のほか、マンモグラフイ検診精度管理中央委員会作

成のビデオ「自己検診のすすめ」をPC上で放映しま

した。さらに富士フイルムRIファーマ（柵と東芝メディ

カル（牌より乳がんの検査、自己チェックの配布用パ

ンフレットを提供していただき準備を進めました。

このチャリティーコンサートは、小児がんと闘う

子どもたちとそのご家族の支援を目的として全国各

地で開催しているそうです。今年（2010年）は歌手

でタレントの早見優さん、コーラスグループのタイ

ムファイブさん、小児がん経験者でシンガーソング

ライターのより子さんの参加がありました。また会

場では、1．000円以上寄付してくださった方にお礼

としてあひるのぬいぐるみをプレゼントするチャリ

ティー募金を実施していました。

1階ロビーの出展会場では、マンモの触診体験模

擬ファントムが一般の方の興味を引いたようで、た

くさんの検診受診年齢の女性がファントムのしこり

に触れたり、熱心に触診の仕方などを質問したりす

るなど大変好評でした。

最後に、今回パンフレットを提供していただいた

メサカ、および説明月として協力していただいた本

会乳房研究会世話人代表の玉木様に感謝申し上げま

す。

企画部長　小　黒　　　清



赤羽　泉氏旭日双光章受賞祝賀会

平成22年6月20日（目し

栃木市　サンプラザにて、

赤羽泉元会長の叙勲祝賀

会が盛大に除目iiとされまし

た。

出席者総勢118名の「ll、

ご夫婦で入場され、多く

の方からのご祝辞、お祝

1　いの催しで、その慶びを

分かち合いました。

この「旭日双光二章」は、

国家または公共に対し功労のある方で、顕著な功績

を挙げた方に受賞されるものです。赤羽先生は昭和

57年に本県放射線技師会理事にご就任され、平成2

年には副会長、そして平成6年から6期12年にわた

り会長として、会の運営と発展にご尽力されまし

た。そのほかにも関連機関の理事や委員を歴任さ

れ、数々の表彰を受けておられます。そしてこのた

び、平成22年4月29日に「旭日双光章（保健衛生功

労）」を受勲されました。

赤羽先生の栄えある受勲を祝し、お慶び申し上げ

ますとともに、会員の皆様にご報告いたします。

追記　会誌表紙にもなっております本会のシンボルマーク

は、赤羽先生のデザインが最優秀矧こ輝き、採用されたもの

です。トンボの目をイメージしたその意図は、トンボの複眼

のように「物事を多角的に捉えて考え抜くこと」、つまり複

眼思考をもつ技師に育つことを願っての作品なのです。

広報部長　樋　口　清　孝

－6一



議長は、この報告の事項について議場に諮ったと

ころ、満場一致で承認された。

議長は、その他について諮ったところ特になく、

以上本日の議案が、満場一致にて承認されたことを

確認した。

議長は、本日の平成21年度第6回理事会における

議案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降

壇した。

議長：茂木常男　閉会を宣し、午後8時25分散会

した。

4／刀　第1回三役会および公益法人格取得委貞会

（栃木県済生会宇都宮病院）

〈会長・茂木・野澤・福田・金田・牧島〉

4／24　事務所引越し（栄町別館より栃木会館へ）

〈会長・川口・福田・牧島・矢野〉

5／6　事務所移転登記申請

（宇都宮法務局）〈福田〉

5／7　第1回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

5／10　あすた－とVol．24発行

5／14、15　放射線展（栃木県総合文化センター）

〈小黒・金田・黒川〉

5／31公益法人格取得に関し、税理士との相談会

（宇都宮市文化会館）〈会長・福田∴金田〉

6／5　日本放射線技師会第68回定期絵会

（科学技術サイエンスホール）〈会長・福田〉

6／5　第3回マンモグラフイ研究会

（栃木県済生会宇都宮病院）

6／10　放射線パネル展（チャリティーコンサート

2010in栃木）（栃木県総合文化センター）〈野澤・

小黒・柏崎・金田・玉木〉

6／12　第1回卒後教育講座・第82回総会、勤続

20・35年功労表彰、全地区役員会

（ニューサンピア栃木）

6／14　第5回ラジオロジーアセスメントセミナー

（ホテル東日本宇都宮）

6／20　赤羽泉元会長旭日双光章受章祝賀会

（栃木市）

6／21栃木県がん集検協議会理事会

（栃木県立がんセンター）〈会長〉

－61一



平成22年度事業計画予定表

7月11日（日）会誌102号発行

7月23日陰）第2回理事会（済生会宇都宮病院）

9月3日僅〉第3回三役会

9月17日陰贋3回理事会（済生会宇都宮病院）

10月9日吐ト10日（巳）関東甲信越放射線技師学術大会

（群馬県〉

10月12日（ノdあすた－と25号発行

11月6日仕）第2回卒後教育講座（公開講座）

11月19日幽第4回三役会

12月3日（劫第4回理事会（済生会宇都宮病院）

平成23年

1月11日（リdあすた－と26号発行

1月21日陰）第5回三役会

2月4円幽第5回理事会（済生会宇都宮病院）

3月1日（ノd第5回学術研究発表会抄録集発行

3月13日伯）第83回定期総会・第3回牛後教育講座

第6回学術研究発表会

公益法人格取得委貞会は、適時開催する。

事務所が移転しました！

本会の事務所が4月24日仕）、住み慣れた栃木県栄町別館から

県庁前の栃木会館2階の新事務所に引っ越しました。栃木会館は

県庁の目の前の8階建ての建物で、少し古いですが栃木県企業局

やCRT栃木放送、JA全農とちぎなどをはじめ多くの団体が入居

しています。事務所は建物の2階西側に面しており、今までの栄

町事務所のフロア面積が倉庫込みで約28平米だったのに対し、

約32平米のワンフロアと広い部屋になりました。窓からは自下

に県庁前通りのマ〇二工の並木、道指の向かい側に栃木県総合文

化センターを見渡せます。どうぞお近くにお出かけの際はお立ち

寄りください。
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賛助・広告会員一覧

0富士フイルムメディカル株式会社

。EI本メジフィジックス株式会社

0束芝メディカルシステムズ株式会社

0栃木放射線株式会社

0富士フイルム　RIファーマ株式会社

o GEヘルスケア・ジャパン株式会社

0エーザイ株式会社

。株式会社島津製作所

。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

0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

0株式会社邦商

0株式会社日立メディコ

。シーメンス・ジャパン株式会社

。堀井薬品工業株式会社

。バイエル薬品株式会社

0伏見製薬株式会社

。コヴイデイエンジャパン株式会社

。コニカミノルタヘルスケア株式会社

（順不同）

編集後記

■赤羽泉元会長の旭日双光章受勲のニュースは、診療

放射線技師として働く者にとって、とても励みになり

ました。これからも、ご健康にご留意され、私ども若

輩をご指導お導きくださいますよう、お願い申し上げ

ます。

■今年度に入り、栃木県放射線技師会の会長が交代

し、日本放射線技師会の会長が交代し、日本の首相も

交代しました。それぞれ歴史のある中で、新しい執行

体制に対する期待を抱いています。

喜丁正とお詫び 

あすた－とVol．24平成22年度第1回卒後教育講 

座開催について（P4）の内容におきまして、「第一 

三供株式会社」との記載がありますが、正しくは 

「第一三共株式会社」です。 

関係各位ならびに会員の皆様にお詫び申し上げ 

ます。 

●厚生労働省で死亡時画像診断（Al＝オートプシー・

イメージング）の活用に関する検討会が開催され、本

格的に制度として動き出します。診療放射線技師の新

たな職域として、まさに国民の社会生活の中で貢献す

る業務といえます。

■暑い日が続くようになりました。いよいよ夏本番の

到来ですlそこで、整いましたあ～！「海や川での夏

のレジャー」とかけて、「ビアガーデンでの冷たい

ビール」と解きます。その心は、「溺れないよう注意

が必要です」。

社団法人栃木県放射線技師会編集委員会

委　員．樋口打率、井川卜元昭、野澤幸二、牧島正道
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