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宮田盲

『被ばくの影響を
帳消しにできる』

社団法人栃木県放射線技師会

会長　神　山　辰　彦

この度の東月本大㌫災により、被災されました方々
に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧、復

興を心より祈念いたします。
今、福島原発事故後の放射線量が論点になってい

る。年間の線量限度として、10mSv（平常時）、
20mSv（緊急時）、100mSv（身体的影響）、250mSv

（緊急作業時）の数字がマスコミを賑わせている。検
査の被ばく品と同じように、診療放射線技師の立場で
どのように説明すべきかを会員は常に考えて続けてほ
しい。

放射線リスクの考え方により、
①しきい値なし、直線仮説（LNTモデル）
②しきい値あり、少しなら安全説
③少しなら有益説（放射線ホルミシス）
④直線仮説よりさらに危険説
を根拠として、科学者・研究者・評論家がそれぞれの
立場で論じている。ここには、様々な業界や政治の利
害、思想、目的も絡んでいる。どれを信じてよいの
か。困惑する国民の立場になって、きちんとした情報
を国（信頼できる機関）が示すべきであり、説明賞任
がある。

「ヒトが100mSv以下の放射線を受けたときに、多く
のデータでは、がんの増加は見られない。しかし、中

には非常に小さな確率だが、がんが増加する。」が今
の事実である。

前述の数値は、lCRPの勧告（PublO3）にすべて示

されている。放射線防護は、行政・社会の道営には欠
かせない。「100mSv以下ではリスクがあるかどうか

不明」ではなく、防護管理するためにはっきりした数
値が必要となる。制限速度のようなものである。工CRP
では、どんな線量でも必ず害があることにし、直線仮

説を採用して公式を作った。生物学的影響（科学的事
実）からかなり離れているが、これが1．OmSv（公

衆）の規制繰是である。ICRPの示す数値は、あくまで
も放射線防護管理の数値であり、放射線による生物学
的影響の数値ではないので混同してはいけないし、今
は、平常時ではなく、緊急時だという認識も必要とな
る。

被ばくの影響は、線量と線量率の両方を考慮しなけ
ればならない。基本的な考え方は、「線量率が小さ
く、遺伝子の傷が▲●ゆっくり”できるときには、生イ封防

御機能が効率良く働いて書を防ぐことができ、結果と
しての影響は小さくなる。」とある。X線撮影（50～

6000mGy／分）とCT（50～1000mGy／分）は起高級

二；7；：率、原発作業員（5～20mSv／分）、透視（2～10m

Gy／分）は高線量率、PET・核医学（01mGy／分）
は低線量率となる。ここから桁が非常に少なくなり、

宇宙飛行士（1mSv／EI＝7×10－4mSv／分）、緊急時

（20mSv／年＝4×10－5mSv／分）、公衆（lmSv／年
＝2×10－6mSv／分）となる。lCRPでは、●低線量（100～

200mGy以卜）で、低線量率（006～0．1mGy／分以下）

の範駐日二ある被ばくは、同じ線量で高線量率の被ばく
の影響の1／2にする’’としているが（生物学的には、

1／10、1／20、1／100くらいかもしれない

蓑率が小さくなると影響が大幅に小さく
実としてある。

今回の事故で（医療も同じである）、
している・するので心配だという心理・

きる。「可能性は小さいが、‥ある…」と

束に対しての心配なので、これを解決・

という）、線

なることは事

被ばくした・
心情は理解で
いう恐怖や将

納得させてあ
げれば良い。確率論（100mSVで1．000人に5人程度が
んになる）で納得する場合は問題ないが、これは集団
リスクであり個人リスクではない。個人リスクを使っ

た説明が、標題の『被ばくの影響を帳消しにできる』
となる。

ヒトは、1個の細胞の遺伝子に約10数個の突然変異

が起きるとがんになる。被ばくによって突然変異の数
が増えたなら■■生活を変えで●今後の突然変異のでき方

を少なくすることにより、放射綾で足された分（非常
にわずかな這であるが）を減らすことができることを

数える。あまりにも当たり前のことであるが、発がん
物質（喫煙、大二道のアルコール、肉・魚などの焦げ、
薬物、動物性の脂肪や蛋白質の摂り過ぎ、紫外線、野
菜や果物の不足、運動不足）を減らし、生体防御機能
を高める生活（栄養バランスの良い食生活と十分な運
動）をすることである。放射線景100mSv以下の被ば

くは、発がん作用が小さすぎるため、注意するリスト
にも入らないという。子どもの場合は、突然変異の遺

伝子がまだまだ蓄租されていないので、将来にわたり
教育、注意することでより効果がある。

この　門射ごくの影響を帳消しにできる』は、高橋希

之（夕か、シマレユキ）氏の日本放射線技師会雑誌（2008

Vol．55　No673）の特別寄稿「医療被ばくリスクをど

う評価するか」にある。患者に医療被ばくの影響やリ
スクを説明する書：物でこれほど明快に納得した資料・は

初めてである。一度、日を通していただきたい。ま
た、患者への説明資料として、同氏の「何か心配です
か？　医療被ばく」の単行本（2，600円）日本放射線

技師会出版会もお薦めの本である。
放射線を冠にしている職業がゆえに、被ばくの話題

や東京電力及び原発の情報に敏感に反応する自分がい
る。福島原発事故が、■●天災か人災が、“想定外か想

定内が－など会員の判断にお任せするが、高根立率の
中で懸命に復旧作業をしている方々のお姿は尊いもの
であり、ただただ感謝するばかりであり、道雄されて
いる住民が早く元に戻れるように祈らずにはいられな
い。

福島原発事故は国策として国が賠償責任を負うとい
う。一方、巨大津波の被害による財産や死者に対して
も同様な賠償鍔任を回は果たしてくれるのであろう
か？日本政府の甘い津波対策のために2万人以上の死

者・行方不明者を山した京任はどうなのか？福島原発
事故を■■人災■’とするなら、津波被害もりし災■’といえる
のではないか？そして、津波被害者にも同様な賠償を

するべきではないのか？

最後に、今回の束日本大震災による事態は、「想定
外」として防ぐことのできない被告であったと認識
し、「将来に備えて、今回の被害あるいはそれを超え
る災害にも耐えうる都市、インフラ、原発作りをする
こと。」が今の心境である。

何と言っても、人間は「失敗から学ぶ」ことで成長
してきたからである。



！！！！！第84回総会開催朝告！！

第84回総会開催報告
開催日時

開催場所

正会員数

出席会員数

議事録作成人

議事録著名人

平成23年6月25日仕）午後5時00分

ニューサンピア栃木（鹿沼市栃窪1255　電話0289－65－1131）

457名

316名〔本人出席者40名、委任状出席者237名、書面表決出席者39名〕

福田敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）

野澤幸二、牧島正道（栃木県立がんセンター）

副会長野澤幸二の開会挨拶に続き、栃木県放射線技師会永年勤続功労表彰が行わjtた。

次に、総会道営委員長が当日16時55分時点の正会員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、壬絹己並びに議事録著名人の選出方法を諮ったところ満場一意をもって執行部案が承認され、議長に

遠藤奈美、議事録作成人に福田敏幸、言嗣手禄著名人に野澤幸二、牧畠正道が選出された。

第1号試案　平成22年度事業経過報告、及び第2号議案　平成22年度会計決算報告について会長及び財務

部長が説明し、会場より質問もないため議長が採決を行い賛成多数で承認された。

第3号議案　平成22年度監査報告について監事が報告し、会場より質問もないため採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。

以上、議事がすべて終了し、副会長の野澤幸二による閉会挨拶で散会となった。

ゝ皇こ　う迄

勤続35年功労表形を授与された方々

■　　　　　　　　　　　　　r

ゝよき＼ラよ

勤続20年功労衷杉を授与された方々

－2－

首

総会運営委員長　大　築　慎　一



【甲！！雷平成23年度第1回卒後教育講座開催報告I「

平成23年度　第1回卒後教育講座開催報告
開催日時：平成23年6月25日出　午後3時00分～午後5時00分

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

参加会員数　50名

講義内容●「医用データ外部保管サービス」について

演題l　「ケアストリーム　eHealthManagedServICeについて」

ケアストリームヘルス株式会社　マーケテイング郡　河野　　亨先生

演題2●「医療画像外部保存の未来展望」

GEヘルスケア　ジャパン株式会社　ヘルスケア什本部

Solution SaLes部プロダクトマーケティンググループ長　大越　　厚先生

今回の卒後教育講座はケアストリームヘルス株式会社及びGEヘルスケア・ジャパン株式会社のご協力に

より、「医用データ外部保管サービス」について講演をお願いした。

平成22年2月1日、厚生労働省医政局・保険局の局長合同通知により、「診療録等の保存を行う場所につ

いて」が一部改正され、診断画傍を含む診療録等の外部保存について「医療法人等が適切に管理する場所、

行政機関等が開設したデータセンター等、及び医療機関等が民間事業者等との契約に基づいて確保した安全

な場所に置かれるものであること。」と変更され、民間事業者が運営するデータセンターへの外部保存が容

認された。

近年、医療横間の診断画像を含む診療録等のデータ量はPACS導入にあたり年々増加傾向であり、管理シ

ステムの災害対策やセキュリティ面などの安全性が求められる。

これからは医用画像の保管には、安全で高いセキュリティが確保される必要があり、通信インフラの安全

性やバックアップデータの管理が要求される。

先日の東日本大震災もあり、診断画像を含む診療録等のデータを安全に保管するにあたりクラウド（デー

タセンター）が普及すると思われる。

クラウドのメリットとして、災害時のバックアップやセキュリティ面、24時間365日サポートなどが挙げ

られる。ケアストリームヘルス株式会社はKDDIと、GEヘルスケア・ジャパン株式会社はSoftBankと医用

データ管理サービスを始めており、その他のメーカーとともに普及するであろう。医用データ管理サービス

はコストの両もあるが、メリットのほうが大きく、また、将来的には病院間はもとよりあるゆる医療機関と

の情報共有のインフラとして医療連携、遠隔画像診断等で施設間を越えて、普及していくであろう。

最後に、ご協力いただきましたケアストリームヘルス株式会社株及びGEヘルスケア・ジャパン株式会社

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。

ケアストリームヘルス㈱　　GEヘルスケア・ジャパン（榊

河野　亨先生　　　　　　　大越　厚先生

学術部　高　杉　佳　伸

ー3－



平成23年3月11El、14時46分、宮城県牡鹿半島沖を最源とした東北地方太平洋沖地㌶は、日本の観測

史上最大のマグニチュード90を記録しました。さらに、この地友引こより、場所によっては波高10m以

上、最大遡上高40．5mにも上る大津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害を

もたらしました。㌶災による死者・行方不明者は2万人以上に上ると報告されています。

また、地誌と津波による被害を受けた東京電力福島第一原子力発電所では、全電源を袈失して原子炉

の冷却ができなくなり、大量の放射性物質の放た11を伴う重大な原子力雄故に発展しました。これによ

り、周辺一帯の住民は長期の避難生活を今なお強いられております。そして、特に関東および東北では

深刻な電力不足に陥再、計画停電や屯力使用制限令が発令されるまでに至っている状況です。

この未曾有の大震災により、県内の各施設でも様々な被害やその後の対応でご苦労されていることと

思います。そこで今回、4施設の状況を特免として取上げました。

－23－



病院の節電（省エネ）対策

自治医科大学附属病院　神　山　辰　彦

このたびの東日本大震災において被災された皆様

に、心よりお見舞い申し上げます。

束日本大震災において生じた電力不足による病院

の節電対策を考えてみました。これは、以前から言

われ続けてきた温室効果ガス排出増加による地球温

暖化の防止のために励行されてきた省エネ対策につ

ながることになります。

次の資料は、東京都環境局束京地球温暖化防止活

動推進センターの「病院の省エネルギー対策」の冊

子から抜粋したものです。エネルギーの消費先設備

は空調熱源32％、次いで照明tコンセントが21％と

なっております。下図から、病院の部門構成のエネ

ルギー消費率は病棟が34％、中央診療部門（放射線

部門が入る）29％と多量に消費しています。

このことから、病院全体では空調設備と照明・コン

セントを中心に、部門では病棟及び中央施設部門で省

エネ・節電対策を行えば効果的であるとわかります。

〈前述の資料から抜粋〉

1　エネルギー管理対策の構築

・経営トップによる省エネ体制の構築

省エネを推進するための役割分担をはっきりさせ

る。

高効率な省エネ機器を積極的に取り入れる。
・目標値の設定・目標値の比較

目標設定→実笛確認→評価→次の目標設定という

継続的な取り組み。
・全員参加による省エネの推進

無駄やロスに気付いたら、みんなで話し合い、改

善する。

PDCAサイクル（P：計画、D：実施、C：確

認、A　処置）の実施。

・患者さん参加による省エネの推進

病院の省エネの推進に関するマニュアル配布、ポ

スターの掲示など。

2　エネルギーデータの管理

・毎日・毎月のエネルギー管理

改善効果を掲示物で知らせる。

エネルギー管理マニュアルの作成（照明、空調ス

イッチの点灯・消灯時間をルール化して守らせる）

・エネルギーデータのグラフ化

月別の電力、ガス、水道などの使用立をグラフ化

して前年同月と比較する。

・原単位（延床面積当たりのエネルギー使用立）管

理によるエネルギー管理

原単位を算出することで他施設との比較が可能と

なる。

3　患者さんへの協力呼びかけ

・掲示物による呼びかけ

病院が省エネに取り組む姿勢を掲示物などで示

エネルギー積暮脚 
0　　　5％　　10 ���1＄ヽ　　20 ��25 �30ヽ　　3うヽ　　40ヽ 

f■：入■■用土月■ � � � � � � � � � 

■：t■） �エ書ルイェセンター 
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ラベル♯示（例） 
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し、病院利用者と共に省エネ活動を推進する。
・温度湿度計設置による空調管理確認

温度計に表示される空調温度により判断の指標と

なる。

・屋光利用による減光の呼びかけ

太陽光のある“昼間の時間”は、消灯又は減光する

ように呼びかける

病棟の照明は季節ごとの日照に応じ、点灯時間、

消灯時間をルール化する。
・柄棟共有室・病室のスイッチにシールによる呼び

かけ

・省エネ喚起のラベル表示

※その他

・エレベータ稼働数の削減（近くの階への昇降は階

段を使用（2アップ・3ダウン）

・外灯の半消灯、サイン照明の全消灯

・昼間における廊下・エレベータホールの照明の半

消灯
・トイレのウォシュレット・便座の使用禁止（コン

セントを抜く）

・自動ドアの停止

4　空調設備の省エネ

・空調設定温度の緩和

推奨する空調温度は、夏28℃、冬20℃。冷暖房温

度を1℃緩和することで空調エネルギーの約10％

の省エネとなる。

・フィルター等の掃除（定期的にフィルターの掃

除、交換を実施する。）

※その他

・空調横運転の抑制（稼働期間の見直し）

・職員のクールビズ、ウオームビズの励行

5　照明設備の省エネ

・適正照度の維持

明るすぎる室内は、ワット数を低下させたり器具

の間引きをする。

明るい窓際は昼光を利用して消灯や減光をする。

照明ランプを年に1～2回清掃する。

・点灯・消灯時間の管理

開院前・開院中及び終了後の作業時間に分けて、

必要最小限の点灯をする。

季節ごとの日照に応じ、点灯・消灯時閏をルール

化し管理する。

省エネ喚起の節電ラベル表示をする。
・設備の改善

高効率照明器具の専入。

高輝度誘導灯の導入。（誘導灯は各エリアに多数

設置され、24時間常時使用しているので、高輝度

誘導灯の更新を推奨する）

6　医療機器の省エネ

・高度医療機器の電力削減

CT・MRIなどの高度医療機器は本体機器とその冷

却機器で非常に多くの電力を消費する。稼働方法

の見直しや冷却機器・空調機器の温度設定績和な

どを配慮した運転が望まれる。

※その他

・検査予約日の見直し（平日の稼働機器を減らし、

休日に実施する。）
・検査時間を早め、昼に2時間程度の機器停止をす

る。（病院全体で考える）

・検査のない機器の停止。（待機中の電力を減らす）

7　0A機器・自販機の省エネ

・OA機器の待機電力の削減

休憩時間や終業時は電源をオフにする。
・自販機の休日・夜間の停止

自販機の照明を消灯する。

休日の停止・平日の起動を

タイマーで行う。

※その他

・コピー定を必要最小限にす

る。

・コーヒーメーカ・電気ポッ

1肝hrl■‾

■1■■■Ot●

・〔√　菖dl■■11■

■■4■It¶、上とIlT一■■

■▲の■入り椚■Tr

ト等の不要・不急の電気製品は使用しない。

・PCの輝度を最低にする。

・FAXを使わない。（PDFのメール送付を依頼）

・プリンター2台に1台を停止する。（ネットワー

ク環境の構築）

これ以外にも様々な節電可能な対策があると．思わ

れます。診療に支障のない範囲で節電のご協力をお

願いいたします。
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地震、計画停電、そして節電…

済生会宇都宮病院　大　築　慎　一

当院では幸いにも大きな被害はなく、病院の建物

はほぼ無傷で済みました。しかしながら、地震が発

生し停電になった時には当科の全部門が稼動中で

あったため、患者さんやスタッフの安全確保や、損

影室・装置等の被害状況を把握するためには少々時

間がかかりました。当時の状況について報告いたし

ます。

地震発生時の対応について

＜一般撮影＞

撮影「‡＝Iの患者さんは幸いにも1人でした。臥位の

撮影中で最初の小さな揺れはそのまま梯子をみてい

ましたが、揺れが大きくなったので撮影を中止し、

患者さんを座位にして安全を確保しました。他の糀

影室は入院患者さんを撮影するために準備中でした

が、既に何人かの患者さんは廊下で待機しておりま

した。その方たちの安全を確保し鋸影中止をお伝え

しましたが、エレベーターが止まっていたため病棟

に帰れない状態でした。そこで、一般掘影のスタッ

フが手分けをして病棟まで送ったのですが、車椅子

の患者さんもいたため車椅子ごと1階から8階まで

搬送することもありました。

＜MRl＞

l首臓のダイナミック撮影中に地震が起きました。

呼吸停止下の投影中に揺れが大きくなったためその

撮影を中止し、寝台をガントリーから出した直後に

停電になりました。寝台は高い状態のままだったの

で技師と看護師で抱きかかえるようにして寝台から

下ろしました。造影剤を使用していましたが撮影続

行は不可能であったため、後日改めて再検査するこ

とにしました。

＜PET＞

1人の患者さんにFDGを投与し、early scanま

での待機中に大きな揺れを感じ、停電になりまし

た。FDG投与後間もなくだったので、患者さんか

ら放出されるγ線によるスタッフの被ばくが心配さ

れましたが、患者さんの安全確保と不安を取り除く

ためにしばらく患者さんのそばに付き添いました。

その後検査続行は不可能と判断し、後日改めて再検

査することにしました。

＜心力テ＞

心臓カテーテル検査が終了し、病棟からのお迎え

を待っているときに大きな揺れが発生し停電になり

ました。エレベーターが停止中でストレッチャーで

のお迎えは不可能であったため、救急外来より拝借

したバックボード上に患者さんを固完し、そのまま

3階の病棟まで搬送しました。

＜脳アンギオ＞

CAS（内頚動脈ステント留置術）の真っ最中

で、総頚動脈にガイデイングカテが、内頚動脈にマ

イクロカテとバルーンが挿入された状態で地㌶・停

電が発生しました。ブラインドでそれらを抜去する

にはリスクが高すぎるため、しばらくヘパリンを持

続投与しながら電源が復帰するのを待っていまし

た。しばらくの後、停電の原因が東電によるものだ
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と判明したため電源復帰は見込めないと判断し、治

療を中止しました。カテ類の抜去には細心の注意を

払い、患者さんの状態を確認しながらゆっくりと行

いました。幸いにも血管に損傷を与えることなく、

また、」rIt栓を生じることもなく抜去することができ

ました。後日改めて治療することにしました。

計画停電、その後の節電対策について

◆計画停電

・CTやMRI、マンモなどの予約検査は、停砧に

当たっている時間帯の予約を変更するために1件

ずつ電話連絡をして行いました。夕方以降に停電

が計画されていない日は、18時まで予約枠を増や

し検査数の減少を最′川限に抑えました。

・血管造影検査においては、検査時問が予想できな

い治療はほとんど行わず、ほぼ診断カテのみでし

た。救急外来からの緊急検査については、計画停

電の時間帯を十分に考慮し、受け入れが不可能な

場合は他の病院を紹介しました。

◆節電対策

・病院全体では、エアコンの設定温度の見直しが行

われました。当科においても撮影機器やサーバー

のメーカーに問い合わせながら、検査室や操作室

の設定温度を限界まであげるなどの対策を講じま

した。

・また、スタッフルームにおいでは設完温度を上げ

るとともに、複数あるエアコンのうち1台だけを

稼働し、残りは止めておくことにしまた。

・舶影していない部屋の照明を消し、使用していな

いPCの端末の電源も消すことにしました。

・管財課のスタッフが中心となって院内を巡回し、

省エネ・節の啓蒙を図りました。

・決して画期的な節電対策ではありませんが、身近

なところ、簡単なことから始め、それを継続して

いくことが大切だと信じて、今後も節電に取り組

んでいきたいと思います。
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がんばろう日本、がんばろう東北、がんばろう栃木！！

～東日本大震災での大田原赤十字病院の被害と動き～

大田原赤十字病院放射線科　増　渕　裕　介

2011年3月11日、14時46分18秒

明治以来の大震災が東北を中心に日本中を襲いま

した。

この地震によって、石油コンビナートの火災・津

波の発生・地盤沈下による家屋倒壊など、莫大な被

害をもたらしました。被災者は住処を失い、家族や

友人を失い、生活の目処をつけることさえ雉しい状

況に立たされています。

当院も例外ではなく、天胡二や壁の崩落などの被害

がありましたのでご報告申し上げます。

さて、地震発生時には多くの職員や患者さんが院

内にいました。発生直後は患者さんを撮影台から下

ろしたり、身の安全を確保したりで精一杯でした。

後に、放送により全患者の院外退避命令がありまし

た。

院内には寝たきりの患者さんも多く、職員で担送

したり、背負って下ろしました。経路はエレベー

ター以外となりますので、院内の階段や院外にある

非′常階段が主な経路に。病棟は5階まであるため、

この往復と患者さんの体重も加わるので、足への負

担はかなりのものです。外に出るとまだまだ肌寒い

季節でしたので、患者さんにはありったけの毛布な

どをかけ、防寒対策を行いました。

院外退避後は施設課によって速やかに建物の安全

確認がなされました。

その結果、当院のC館病棟（約150床）が任用不

可との報告。コンクリートの柱には縦に亀裂が走っ

ていたそうです。封鎖により再度全患者を収容でき

ません。よって、一時避難場所として近くにある2

つの体育館を軽症者の収容場所に選定しました。条

件は独歩可能なことです。16時には市バスを依頼　　（

し、患者の体育館への搬送が開始されました。

重症患者は日が暮れる前に病院内へ再度搬送し、

各々新病床が決定するまではロビーに長椅子を並

べ、仮のベッドとして使用しました。

患者さんには食料や薬剤が必須です。避錐と同時

にロビーにはたくさんの薬剤や非常食、水が某めら

れていました。

院内は一時の停電によりサーバーも落ちてしまい

ましたので、来院した救急患者はポータブル損影装

掛二よって描杉、フイルム出しでの対応となりまし

た。
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電源復旧後、放射線科では担当技師による機器の

確認が行われ、故障などがないかを技師長に報告。

64列CTコンソールの端子部が破損、RIのガントリ

カバーの破損が認められました。

後日、放射線科では主に科内の整理整頓と再度装

置の安全確認をし、一般撮影装置やIVR室などの天

井走行装置の安全確認もメーカーへ依頼し、問題が

ないことを確認しました。また、手の空いている技

師は病棟の移設を手伝いました。C館病棟約150床

が使用不可になりましたので、ベッドやテレビ、そ

してナースステーション関係の物品を新設された病

棟へ搬送しなければなりません。大きな物品も多

く、ベッドなど数も多いため、これもまた大変な作

業でした。

病院は14日から診察が開始されましたが、極力検

査を減らし、診察のみの対応です。

救急外来は、那須郡市医師会長より当院の救急患

者受入困難に関する告示がなされ、近隣救急病院へ

ご協力いただきました。

その他、小児救急、透析、ドックなどの停止、手

術の見合わせがしばらく続き、3月22日には救急外

来をはじめ、ほぼすべてが正常道営となりました。

しかし、壁や柱の崩壊、あらゆる壁に入った無数

のひび割れ、水道管の破裂、そして病棟の閉鎖な

ど、病院の機能としてかなりのダメージが痛々しく

残っています。

病院の復興に向けては、数多くボランティアの参

加がありました。地域の方や職員家族など、家の片

付けもままならないでしょうに、病院へ駆けつけて

くれました。地域に根付く中核病院であることを再

認識するとともに、地域の方からの応接が本当に温

かく心強かったです。

その後、輪番停電からの回避があり、屯気系統を

使った検査も滞りなくできるようになりました。

当院は被害も比較的大きかったため、㌶災当日よ

り数々のDMATの力をいただいていました。しか

し、今度はお力添えする番です。当院にも災害派遣

チームがあり、3月17日には早速第1班が石巻赤十

字病院に派遣されました。現在まで6班出動し、宮

城県や福島県の避難所で活躍しています。今後も何

チームもの救護班が出動する予完です。

当院は来年7月に新病院へ移転の計画がありま

す。現在は建設中であり、機器の選定や各所のレイ

アウトなど、より良い病院建設を目指して日々病院

建設課を中心に話し合いが行われています。新病院

では免板・耐震の構造がとられ、災害拠点病院とし

て申し分のない施設になります。今回の地誌を通し

て学んだことを生かし、地域により根強く貢献でき

る病院を目指してこれからも逆進していきます。
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東日本大震災による本学の状況および

取り組みについて

国際医療福祉大学保健医療学部放射線・情報科学科　室　井　健　三

去る3月11の東日本大震災では、大田原市の国際

医療福祉大学も大きな被害を受けました。この場を

お借りしまして、本学での状況および取り組みにつ

いて紹介いたします。

地に発生時、私は校舎4階で卒業研究生8名と会

合の最中でした。地震を感じた時は「比較的大きい

地震だけどすぐに収まるのでは。」と思っておりま

したが、その後5分以上にもわたり立つことができ

ないほどの揺れが続きました。学生のひとりが廊下

側に飛び出したのでそれを制止し、学生と共に教室

と廊下の間の壁に必死でしがみつき地震が収まるの

を祈っておりました。その場所からは廊下のガラス

窓越しに校舎全体がよく見え、おもちゃの建物のよ

うに大きく揺れるその様は、崩れる瞬間とはこうい

うものかと思うほど恐ろしい光景でした。幸いにも

校舎の崩落は免れ、第一波の地震が済んだのを見計

らって、防災ベルの鳴り響く校舎を必死で抜け711し

校庭に避難しました。その後も地鳴りを伴う大きな

余震が続き、小雪も舞い散る厳しい状況の中、地震

が収まるのを学内にいた全学生、教職員と共にじっ

と待っていました。日頃実施していた防災訓練で避

雉場所を校庭としていたことが今回の㌶災で各自が

実践でき、その後の情報伝達も混乱せず対処できた

ことは、地震が続く不安感の中で安心を感じられる

出来事のひとつでした。

地震翌日からは、在学生の安否確認に奔走しまし

た。教員研究室は主に校舎5階にありますが上層階

ほど被害が大きく、また、度韮なる余震の影響もあ

り、学科スタッフのほぼ全員が2階の実験室に集ま

り安否確認作業や学内業務を行っておりました。幸

安否確認の様子　電気は使用できましたが、水道はしばらく使
えませんでした。

いにも放射線・・借用挿I学科の学生は全員無串、しか

し、大変残念なことに他学科の学生1名がお亡くな

りになりました。小稿の場を借りまして、心よりご

冥福をお祈りいたします。

校舎」棟入口の破損　コンク
リート部分にクラックが発生し
ています。

⊂T装置の操作卓　PC本体、モ
ニタ、容類がテーブルより落下
しています。

学内の被告では、窓

ガラスの破損、水道管

破裂、壁やアスファル

ト・コンクリート地面

にクラックが発封三しま

した。学内にある画像

診断装置の状況につい

て、X線装笹は高電圧

装匿、Ⅹ線管支持の支

柱も含め無印、Ⅹ線TV

装置、Ⅹ挽CTも無事で

した。ただし、固定を

していない付属棟器、

例えばモニタ、タワー

型PC、シャウカステン、棚などはほとんど倒れ、

揖影補助具、本類はどこの部屋でも散乱している状

態でした。数台のX線装置では、X細管容器が回転
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し、照射野中心から軸ずれを起こしておりました。

ガンマカメラはコリメータ収納ラックが本来の設置

場所から移動してカメラ本体と衝突し被害が出まし

た。なお、管理区域内の放射性同位元素保管状況に

は問題はありませんでした。LINAC本体は大きな

トラブルはなく、MRI装位は永久磁石タイプ、超伝

導タイプの両方ともわずかですがガントリ本体が動

いておりました。超伝導タイプの冷却システムは幸

い無事で、クエンチも発生しませんでした。化学実

験室にはガラス器具が多くありますが、かなりの数

が床に散乱しておりました。なお、共晶保管庫には

影響はありませんでした。

準備された各種サーベイメータ

震災による津波の形響を免れた大l王l原での最も深

刻な問題は、福島原発事故とその対応でした。震災

後の3月13円付で日本放射線技師会から14日付けで

栃木県放射線技師会から福島での原発被ばく者に対

するサーベイ協力およびサーベイメータの貸出依頼

があり、その準備とともに3月15日より室内外の環

境放射線測定が実施されました。この日は原子炉2

号横格納容器圧力弁開放およびサブレッションプー

ル破損が原因と考えられる放射能漏れにより、12時

頃に屋外空気中の線定率が急激に上昇（0．1／JSv／時

以下から30／JSv／時）、夕方にかけて低下し、夜に

もう一度上昇後、減少を続けております。現在も継

続して学内の環境測定を行っており、現在の空気中

の線：il；：率は約02JJSv／時となっております。大学で

は福島県から大任＝京市内に避難されてきた方々に対

する避雉所での放射線に関する質問の対応や、大田

原市との共催による講演会「放射線と人体への影

響」を4月16日に実施し、一姫市民への放射線に関

する情報提供を実施しております。また、日本医学

物理学会の活動の一環として、福島県内での土壌採

取および警戒区域への一時帰宅者に対するスクリー

ニング活動に協力している致貝もおります。今後の

原子炉事故の沈静化を願って止みません。

学内では建物の修復が急ピッチで進められ、3月

中にはほぼ修復することができました。しかし、3

月15日に予完されていた平成22年度学位記授与式は

残念ながら中止せざるを得ませんでした。震災の影

響とはいえ、卒業生には卒業のお祝いと4年間の学

業を労うことができず残念な気持ちでいっぱいで

す。影響は入学式にもおよび、当初予完Rから1週

間後の4月11E＝こ無事挙行しております。

震災に対する大学の取り組みのひとつとして、学

生主体の災害ボランティア活動が実施されておりま

す。そのひとつに、震災でお亡くなりになった学生

の出身地である宮城県岩沼市において、瓦礫や汚泥

撤去作業、屋内清掃などを行う災害ボランティア活

動が5月の毎週末実施されました。私も逆良く参加

する機会をいただきました。震災の特に津波の影準

は甚大で悪い夢を見ているようでしたが、活動の依

頼主の方から活動後に感謝の言葉として「夢のよう

です。」と声を掛けてくだきり、心が救われた思い

をいたしました。

岩沼市での災害ボランティアの様子

学内における震災の影響は3か月以上も経った現

在も、校舎内外の補修工事、原発事故の影響、そし

て電力不足など大きく残っております。学内では節

電対策の一環として、7月の講義中のエアコンは原

則使用しないことが決完しております。学生に対し

今年の夏は、勉強する快適な環境を施すことはでき

ませんが、教育の質を上げることで環境低下の損失

分を補いたい（試験もたくさん行いたい）と考えて

いる次第です。
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一一・趣味・随想

通勤サイクリング
芳賀赤十字病院　黒川　元晴

最近のエコブームで自転車を利用する方が少ずつ増えてきました。ママチヤリあり、マウン

テンバイクあり、口一ドあり、カラフルな色の自転車が街を自由に走っています。

東日本大震災後の停電、ガソリン不足及び高騰から、通勤に車利用から身近な自転車の利用

が見直されていると思います。

私の場合は、以前、車またはバイク通勤していましたが、通勤距離が数キロと近いため所要時

間にあまり差が少なく、気分転換と体を動かすことでウオーミングアップと運動不足解消にと続

けています。

サイクリングを始めたのは、平成に入ってから知人の誘いを受けてサイクリング大会（毎

年、宇都宮市森林公園で開催されていた宇都宮サイクルフェスタ）に参加しました。それから

少しずつロングラン大会に興味と面白さが出て、参加数が増えていきました。

大会例

①自分の体力に応じ、時間を楽しむ（20Km～200Km）
・ショート及びロングラン、センチュリーラン→ロード・マウンテン・ママチヤリなどで参加可能

②順位を競う
・レース→ロードタイプで参加

③タイムと順位を競う
・エンデュ一口（チームで一定時間走り、走行距離を競う）→ロードタイプ

・ヒルクライム（山頂を目指して登る）

④参加することが記念になる。
・高速道路開通記念

サイクリング大会にはいろいろありますが、①④が自分の体力と肥満体でも参加できるので

好きです。目標大会に合わせて通勤サイクリングで少し長めのコースに変更したり、休日に長

距離の練習を増やし大会に出ると前回に比べ時短に成功することがあり、達成感と充実感が味

わえます。運が良ければ参加買以外にも豪華買品などもらえることもあります。
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これらの大会に参加するには、日本サイクリング協会に加入すると年間保険付きで協会主催

または各県協会支部主催の大会に参加でき、参加費割引の対象になります。

年々、参加回数は減少傾向になってきましたが先日、今年9月10日～11日開催の関東甲信越

ブロックサイクリング栃木県大会に必要なコース調査

（地図作成）のため数回走ってきました。コースが3

種類ありますが、サイクリングロード（小貝川・五行

川）の詳細を把握するために橋名、道路状況など調べ

てきました。

震災後、道路に一部亀裂や歪み、観光施設等の被害

もみられましたがコースの大幅な変更も考えなくて済

みそうです。

当技師会においても来年宇都宮で関東甲信越診療放 真岡市根本山東南

射線技師学術大会を開催する予定ですが、多くの会員の協力を得て成功することを期待してお

ります。

最後に、通勤サイクリングは日頃の仕事のストレスを緩和してくれる、リフレッシュしてく

れるものだと思います。道立削こ咲いている花々や風の香りなど感じ、自然からの贈り物を感じ

つつペダルをこぐのもたまには良いと思います。毎日、会員の皆様には機器等の発達に伴い時

間と検査量に追われていると思いますが、こういう問をもつことでまた、仕事等もより充実す

ると思います。

身近な自転車、環境に優しい乗り物、ちょっとまたいで乗ってみませんか？
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代議員立候補（案）：神山、野澤、福田

補欠（案）：金田

議長：神山辰彦　会費の収納方法については、日

放技と栃放技との合算で請求する事とし、会費納入

〆切を4月1日から9月30日に変更する。3月13日

の籍会において会月に説明をし、承認を得たい。

議長：神山辰彦　日放技の教育委員選出をし、入

会促進教育セミナーの講師などを実施していただき

たい。3月21日に気管支解剖講座があるが、吉成理

事に参加をお願いしたい。

理事：吉成亀威　了解した。

議長：神山辰彦　放射線安全管理委員会・放射線

機器安全管理委員会・医療画像情報制度管理委員会

の委月については、2月11日開催の北関東会長会議

により決定する予定である。

議長：神山辰彦　平成24年度関東甲信越診療放射

線技師学術大会（栃木県）の実行委員長の選出につ

いては、実行委員長を野澤副会長、副委貞長を福田

常務理事と牧島絵務部長の二人にお願いしたい。

理事：野澤幸二　了解した。

理事：放鳥正道　了解した。

理事：福田敏幸　了解した。

議長：神山辰彦　2月20日に日本放射線技師会主

催のMRl基礎講座がある。対応をよろしくお願いし

たい。

その他に日本放射線技師会生産教育システム・認

定放射線技師制度の素案についての報告がなされ

た。方向性についての報告であり、決定した内容で

はないため、詳細は割愛した。

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22年度第5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。

理事：神山辰彦　閉会を宣し、午後8時15分傲会

した。

会の動静

4／21第1回三役会（栃木県済生会宇都宮病院）

〈会長・野澤・福田・金田・牧島〉

4／30　日本放射線技師会教育委員研修会

（日本放射線技師会講義室）〈吉成〉

5／6　第1回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

5／9　あすた－と27号発行

6／4　第5回マンモグラフイ研究会

（栃木県済生会宇都宮病院）

6／118本放射線技師会第69回定期線会

（科学技術館）〈会長・野澤・福田〉

6／23　消化管撮影研究会第1回研究会

（鬼怒ケ丘クリニック）

6／刀　栃木県がん集検協議会理事会　　〈会長〉

6／25　第1回事後教育講座・第84回稔会・勤続20

年・35年表彰

全地区役員会・会員意見交換会

（ニューサンピア栃木）
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平成23年度事業計画予定表

7月11日　会誌103号発行　　　　　　　　　　　　12月9日　平成24年・25年度栃木県放射線技師会役

7月22日　第2回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）　　　　　　貞立候補公示

8月28日　診療放射線技師のためのフレッシャーズ

セミナー（栃木県済生会宇都宮病院）　　　平成24年

9月8日　第3回三役会　　　　　　　　　　　　　　1月10日　あすた一と29号発行

9月16日～18日　第27回診療放射線技師捻合学術大会　1月20日　第5回三役会

（青森市）　　　　　　　　　　　2月3日　第5回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

9月22日　第3回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）　　2月10日　平成24年・25年度栃木県放射線技師会役

9月30日　会費納入′切　　　　　　　　　　　　　　　　　　　員立候補／切

10月11日　あすた－と28号発行　　　　　　　　　　　2月27日　第7回学術研究発表会抄録集発行

10月15日～16日　関東甲信越診療放射線技師学術大会仙梨県）　3月11日　第85回定期稔会・平成24年・25年度栃木

11月5日　第2回卒後教育講座（公開講座）　　　　　　　　　県放射線技師全役員選挙

11月5日　放射親展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3回卒後教育講座t第7回学術研究発表会

11月18日　第4回三役会（栃木県済生会宇都宮病院）

12月2日　第4匝l理事会（栃木県済生会宇都宮病院）　　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

0富士フイルムメディカル株式会社

0日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

。栃木放射線株式会社

。富士フイルム　RIファーマ株式会社

。GEヘルスケア・ジャパン株式会社

Dエーザイ株式会社

D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

。第一三共株式会社

0株式会社カイゲン

0ケアストリームヘルス株式会社

0株式会社邦商

。株式会社日立メディコ

。シーメンス・ジャパン株式会社

0堀井共晶工業株式会社

0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

0コニカミノルタヘルスケア株式会社

（順不同）

編集後記

■今号は東日本大日災特集を企画し、各施設の被災状

況やその後の対応、対策について紹介してもらいまし

た。あらためて、自然災害の脅威と各施設での被災状

況を知ることができました。一日も早い復旧、復興を

お祈りいたします。

■この妻は原発事故の影響で、電力不足が深刻な問題

となっています。一昔前はエアコンも今ほど普及して

おらず、一般家庭ではうちわや扇風機で暑さを凌いで

いましたが、今やエアコンなしの生活は考えられませ

ん。夏が昔より暑くなったのか？それとも、暑さに

弱い身体になってしまったのか？

●今回の原発事故で、‖放射線‥や●●放射能　という言葉

に国民の関心が向けられ、毎日のように新聞やテレビ

に多くの専門家が登場しています。しかし、「えっ1

何であの人が？」という、便乗して専門家になった人

も多くいます。専門家というからには、責任ある発言

と行動をお願いします。

■会員の皆様の趣味や日ごろの思いなどを投稿してみ

ませんか？会誌の「趣味・随想」のコーナーに掲載さ

せていただきます。
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