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紫藤

最近の論文は、1998年チュビアーナ博士は自然放射
線の10万倍にあたる10mSv／時までなら完全に修復可
能という。2006年ヴイレンチック博士は自然放射線の

『放射能は怖い？』

10万倍にあたる10mSv／時から300万倍にあたる300m

Sv／時までDNA修復は可能で、1Sv／時ならガン細胞
の増殖を抑え込むという。

社団法人栃木県放射線技師会

会長 神 山 辰 彦
「セシウムまみれの水田で毒米つくる行為も、サリ
ンつくったオウム信者と同じことをしてる」と呟いた

大学教授。「献血の車が止まっているけど、放射能汚
染地域に住む人の血って、ほしいですかり と呟いた
女性市議。宮城県や岩手県の津波瓦礫の焼却は、ゴミ
を焼けば焼却灰にセシウムが濃縮され危険だし、放射
能を全国に拡散させるので反対だ。などなど、このよ
うな世相をどう捉えればよいのだろうか？

今回の巻頭言は、昨年の本会会誌NolO3巻頭言『被
ばくの影響を帳消しにできる』の続きとし、新たに得
た情報から、特に興味を持った事柄を挙げてみる。な
お、ここに‥書かれた内容は、ひとつの判断材料として
いただきたい。

ICRP勧告の問題点：85年前の1927年にマラーがオス
のショウジョウバエに放射線を当てて実験を行い、2

代目、3代目に異常が現れたことから、「当てた放射
線丑と発生した異常の数は比例する」つまり、『放射
線の害はその立に直線的に比例する』という仮説が発
表された。この仮説をICRPが取り入れ、これが放射
線はちょっとでも怖いという考えの基本となった。マ
ラーの実験そのものは正しかったが、ショウジョウバ

エの精子のDNAは修復活動を行わない特殊なもの
だった。その後の研究で自然界の動植物のDNAは修
復活動（人の細胞は1個あたり1日100万件も修復
活動しているので、放射線は怖くない）することが
判明したが、残念なことに、今なおICRP勧告の基
になっている。それは、「合理的に達成可能な限り低
い（ALARA：AsLowAsReasonablyAchievable）」レ

ベルであることを守らなければならないという国際的
な放射能規制の勧告である。その後、1997年のセルビ

ア会議でICRP側（放射線は少しでも有害だ）と研究
者側（DNAは修復するので、年間の放射線量は意味
がない。1時間当たりの繚1で研究を進めるべきだ。
少量なら放射線ホルミシス効果がある。）で議論する
も歩み寄りは見られなかった。1999年にブリッジング

会議が国際勧告（ICRP）と科学者の意見が全く違う
ので政治と科学の間に橋を架ける意味から開催され
た。そこでICRP側は、「国際勧告をしてから50年以
上も経っている。それを今さら全部否定することはで
きない。それで法令も教科雷も産菜界もできているの
で数字がデタラメと言えない。一度、常識になったこ
とは覆すことはできない。」と結論づけた。これが
ICRPの歴史であり真実だ。このように間違った仮説
が今も生きていて、多くの問題を起こしてきた（い
る？）。最新のICRP勧告は、100mSv以下では発がん
のリスクがあるかどうか分からないに変わってきてい
るので注意のこと。（安全とは言わず、極めて′トさな
リスクなのでわからない。昨年の巻頭言を参照のこ
と。）
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チュルノブイリ原発事故の真実 2011年、ロシア政府
はチェルノブイリ原発事故後25年目に際し、総括報告
杏を発表した。その結論は、「チェルノブイリ原発事

故が及ぼした社会的、経済的、精神的な影響を何倍も
大きくさせたのは、 汚染区域
を必要以上に厳格に規
定した法律（年間5mSvが避難基準）によるところ

が大きい」「精神的ストレス、慣れ親しんだ生活様式
の破壊、経済活動の制限といった事故に伴う副次的な
影響の方が、放射線被ばくより遥かに大きな損害をも
たらしたことが明らかになった」避雉によって放射線
被ばくは減ったとしても、避難そのものが寿命を短縮
させる。見知らぬ土地での孤独、仕事も見つからない
経済的な不安、放射線による発がんの恐怖・ストレス
を抱えた、こんな生活が身体に良い訳がない。社会
的・精神的要因によって、寿命は大きく変わることが
科学的に明らかになった。そこで、福島ではこのような
ことを繰り返してはいけない。チェルノブイリでは、牛
乳などに対する規制が遅れ、おおくの子供たちが10Sv
以上といった莫大な線量を甲状腺に浴びたことで、甲
状腺ガンになった。住民に確認されている健康被害
は、小児の甲状腺ガンだけであり、セシウムによる発
がんは、25年経過した現在まで確認されていない。

最近、非′削こ考えさせられた文章に出合った。下野

新聞に掲載された福島大学教授

清水修二氏の

『「絆」はどこへ行ったのか』という文である。その
一部を掲載して、巻頭言を終わりとしたい。（以下、
一部引用）
NIMBY（ニンビイ）という言葉をご存じだろうか。
（notlnmybackyard）私の轟庭には御免という意味

だ。世の中には、その必要性は誰もが認めるが、自分
の家の近くに造られるとなればみんなが反対するよ
な施設がある。いわゆる迷惑施設である。火葬場や
みの処理・処分場がそうだ。原発も迷惑施設だから電
力消費地から遠い田舎に造られる。…宮城県や岩手県
の瓦礫でもこうだから、福島の瓦礫を運び込むとなっ
たら一体どれだけの騒ぎになるだろう。…福島県民は
今、孤立感を味わっている。避難せず県内で暮らして
いるのを「だまされている」と外から言う人がいる。
県内で子育てをしているのを「許されない」と非簸す
る人がいる。農家は農薬をやめろ、作っても買ってやら
ないと言う人も少なくない。被害者なのにまるで加害
者の扱いだ。…それにしても昨年を象徴したあの美し
い言葉『絆』はどこに行ってしまったのか。「福島の痛
みを分かち合おう」との声が、国民の中から高らかに上
がることを期待するのは無理な相談なのだろうか。

■参考資料
「放射能のタブー」KKベストセラーズ．副島隆彦
「（放射能は怖い）のウソ」ランダムハウスジャパン 服部禎男
「放射線は怖くない」遊タイム出版．中村仁信（※議了寅も聞いた）
「放射線医が語る被ばくと発がんの英美」ペスト新香 中川恵一
「下野新聞」2012年7月1日伯）日曜論壇 清水修二
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第86回 栃木県放射線技師会総会開催報告
開催日時 平成24年6月16日仕）午後5時00分開会
開催場所 ニューサンピア栃木
正会員数 460名
出席会員数

307名〔内訳

議事録作成人

福田敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）
野澤幸二（栃木県県西健康福祉センター）、牧島正道（栃木県立がんセンター）

議事録署名人

本人出席者32名、委任状出席者237名、書面表決出席者38名〕

会長神山辰彦の開会挨拶に続き、35年、20年勤続功労表彰が行われた。

総会運営委局長が当日午後5時時点での正会員数と出席者数を報告、総会が有効に成立する旨を告げた。
議長、議事録作成人並びに議事録著名人の選出方法を会場に諮ったところ、満場一致をもって執行部案が採

択され、議長に柳沢三二朗、議事録作成人に福田敏幸、議事録著名人に野澤幸二、牧島正道が選出された。

第1号議案●平成23年度事業経過報告、第2号議案：平成23年度会計決算報告について会長及び財務部長

が説明を行い、会場より質問がないため、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23年度監査報告について、Jl旧監事より予算が問題なく執行された旨が報告され、会場

より質問がないため、議長が採決を行い、賛成多数で承認された。
第4号試案 公益法人格取得取消と一般法人格取得への方向転換について、会長神山辰彦より現況報告と

方針転換への説明がなされ、会場より質問がないため、議長が採決を行い、賛成多数で承認された。
以上、議事がすべて終了し、副会長野澤幸二による閉会挨拶により、散会となった。
こぺl定′

去ノし て三

35年勤続功労表彰を受ける神山会長

20年勤続功労表彰を受ける会月の方々

▲総会成立を告げる
寺島総会運営委員長

▲議事を進める
柳沢議長

▲閉会を告げる
野澤副会長

総会運営委員長 寺 島 洋 一
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平成24年度第1回卒後教育講座 開催報告
開催日時．平成24年6月16日出 午後3時00分〜
開催場所．ニューサンピア栃木（鹿沼市栃窪1255）
出席会員数．37名

講義内容
演題1●「平成24年度診療報酬改定のポイントについて」
コウイデイ工ンジャパン株式会社
冨 永 伸 矢先生
演題2●「手術におけるNavlgatl0nSystemの実際」

ブレインラボ株式会社

平 井

演題3．「最新の外科用透視装置−3Dなど」
シーメンス・ジャパン株式会社

聡先生

津 野 充 彦先生

演題1については、各会員の職場において、診

療報酬改定がどのような影響を及ぼすか具体的に
解説をいただきました。

演題2、演題3については、診療放射線技師が
日常業務として携わる機会の少ない分野ではあり
ましたが、CT、MRI等のデータが手術時のナビ
ゲーションとして活かされていることが実感でき、

生憎の天候にも関わらず多数の会員にご参加い
ただき、実行委貞一同感謝の念に堪えません。以
上の3講演が行われ、会員にご好評いただきまし

日々の検査においての精度管理の重要性を再確認
されたことと思います。

また、この場をお借りして講師を快諾いただい

た先生方には深く感謝申し上げます。

た。

コヴイデイエンジャパン株式会社

シーメンス・ジャパン株式会社

プレインラボ株式会社

冨永伸夫先生

津野光彦先生

平井 聴先生
学術部
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新足利赤十字病院

施設沼介￣へゝぎ

［■栃木県足利市五十部町284−1■電話0284−2ト0121］

茂

L
L、一

木

常

男

足利赤十字病院は栃木県の南西部、群馬県との県
境の足利市にあります。
足利市は人口約15万5′000人。まちの中心には、日

本最古の学校といわれる『足利学校』や、足利氏ゆ
かりの『ぽんな寺』をはじめとする数多くの歴史財
産が残されており、今も古き時代の面影を残してい

＿一声1▼一l∃
▲新足利赤十字病院

ます。

また、古くから織物のまちとして栄え、近年はア
ルミや機械金属、プラスチック工業などを中心に、

三三三三＝＝＝＝・．・．⊆く足利学校

総合的な商工業都市になっています。

足利市のイメージキャラクター「たかうじ君」は

足利学校の学校門と足利尊氏公の兜（かぶと）をか
たどった帽子をかぶり、手には織物を持ち、足利市
章を盛り込み、キャラクター全体で足利市を表現し
ています。
このような足利市に昭和24年7月に日本医療団の

解散に伴い、日本医療団足利病院の経営が日本赤十
字社に移管され、日本赤十字社栃木県支部足利病院
として発足しました。発足当時は23床でしたが平成
17年には614床、その間、付け足し病棟で医療を行っ

＼

一般撮影

機

音岩

BENEO

胞股郡泥㌶

RADspeed

名

Pro

歯科捉影
モリタスーパーベラビュー⊂2・モリタ
第1睾L膜撮影
AMULET
第2字L腺撼㌶
AMULET
血管撮影

Artis

てきましたが、建物の老朽化、手狭、駐車場問題な
どもあり平成21年に足利競馬場跡地で「新足利赤十
×28

字病院建設用地の引渡し式」が挙行され、平成23年
7月に新病院として開院しました。

Zeego

新病院の規模は、病床数555床（内訳：一般病棟…

心巌カテーテル
緊急カテーテル
手術室血管温影 手指重用モバイル型×綬撮影装置
手術室撮影
病棟投影
シーメンスMOB】Lm（3台）
Mob＝eDart
督塩定1

救急撮影
救急⊂T
第−CT

500床、結核病棟・15床、精神病棟・40床）です。
一般病床の中には緩和ケア病棟19床、回復期リハビ

リテーション病棟50床もあり、病室は全室個室で

EvohH0∩（救命救急センター）

Dis⊂0Very

⊂i型

RADspeed

す。個室料金は無料個室が6割あり、有料個室料金

Pro

AQUlL10N

⊂X

AQU＝＿lON

⊂X

は2′625円〜15．750円です。

それでは、新病院の放射線部門を紹介します。放
射線技術課は医療技術部に所属し、3課6係22名の
診療放射線技師がいます。救命救急センターをも

第二⊂T
第一MRl

第二MRl
第一遠視

CUREVISTA

第二透視
多目的撮影
結石破砕
リソトリブクー 引l
健診温影呈
コピー
レーサーフイルムデジタイザー2905M
第−Rl

SYmbia−S

第二Rl

Symbia一S

治療CT
シーメンスゾマトム
放射拍治療
SynerqY

ち、常時日勤帯は19名〜20名、当直者1名、オン

コール著1名で24時間体制にて業務に当たっていま
す。また、手術室血管撮影は平成24年10月ごろ血管

RS

撮影装置ArtlS Zee TAが導入され、ハイブリッド手術
センセーション16

室に変わります。
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（第4地区）理事：高杉佳伸 特になし
（第5地区）議長：神山辰彦 特になし

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。
第14号議案 その他（報告事項と確認事項等）
議長：神山辰彦 Al認定技師制度が開始された。
CT基礎講習会とAi講習会を受講した者はAl技

議案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降

師に認定される。なるべく多くの会員が認定される

壇した。

議長は、本日の平成器年度第5回理事会における

よう願う。

会長：神山辰彦 閉会を宣し、午後7時30分散会
した。

5／11第1回理事会

6／12 公益法人格取得委員会県との相談会

平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術

大会（栃木大会）第5回実行委貞会
（栃木県済生会宇都宮病院）
5／14

（栃木県立がんセンター）〈会長〉
6／16 第1回事後教育講座・第鮎回総会・勤続劫年・

あすた−と30号発行

5／21栃木県医事厚生課との面談（本会事務所）
〈会長・福田〉
6／1

（栃木県庁）〈会長・福田・牧島〉
6／14 栃木県がん集検協議会理事会

35年表彰

全地区役員会（ニューサンピァ栃木）
6／17 診療放射線技師のためのフレッシャーズセ

日本放射線技師会創立60周年記念式典

（パレスホテル東京）〈会長・野澤・福田〉
6／2 日本放射線技師会定期籍会（科学技術館サ
イエンスホール）〈会長・野澤・福田〉
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ミナー（ニューサンピァ栃木）

7／5 栃木県がん集検協議会給金及び学術講演会

（栃木県立がんセンター）〈会長〉

平成24年度事業計画予定表
11月30日（釦 第4回理事会（済生会字都富病院）

平成24年

7月17日的

※11月後半〜12月前半

会誌104号発行

臨時給金

（一般社団に向けて）

7月27日幽 第2回理事会（済生会宇都宮病院）
9月7日（金 第3回三役会

9月21日励 第3回理事会（済生会宇都宮病院）

平成25年

9月28日陰〜30日（日）第28回日本診療放射線技師学

1月15日㈹

あすた−と32号発行

1月18副金 第5回三役会（済生会宇都宮病院）

術大会（愛知県名古屋市）

※医療画像情報精度管理士移行講習

9月30日（日）会費納入／切

10月5日幽 南北関東地域会長会議（宇都宮市）

（2月未までに）

10月6日出〜7日（日）関東甲信越診療放射線技師学

術大会（栃木県）

2月8日（錮 第5回理事会（済生会宇都宮病院）
2月25日（月）第8回学術研究発表会抄錨集発行
3月10日（日）第87回定期線会・第3回卒後教育講座

10月22日伯）あすた−と31号発行

第8回学術研究発表会

11月10日仕）第2回卒後教育講座（公開講座）

放射線展

公益法人格取得委貞会は、適時開催する。

11月16日麹 第4回三役会（済生会宇都宮病院）

訂正とお詫び

あすた−とVoL30「平成24年度・お年度役員人事」（p7）の内容に訂正がございます。
ここに訂正し、お詫び申し上げます。

㊥l学術部長l吉成 亀蔵 副部長 寺島 洋一
委 員 柳沢三二朗／大築慎一／江原信隆／斉藤 稔

㊤l学府部長l書成 亀蔵 副部長 寺島 洋一
委 員 柳沢三二朗／大築慎一／江原信隆／斉藤 稔／遠藤奈美
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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ケアストリームヘルス株式会社

。日本メジフィジックス株式会社

0株式会社邦商

0東芝メディカルシステムズ株式会社

0株式会社日立メディコ

0栃木放射線株式会社

。シーメンス・ジャパン株式会社

。富士フイルム RIファーマ株式会社

。堀井薬品工業株式会社

o GEヘルスケア・ジャパン株式会社

0バイエル薬品株式会社

0エーザイ株式会社

0伏見製薬株式会社

。株式会社島津製作所

0コヴイデイエンジャパン株式会社

0株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

。コニカミノルタヘルスケア株式会社

。第一三共株式会社

0株式会社ドクターネット

0株式会社カイゲン

（順不同）

編集後t己

■診療放射線技師の業務範囲の見直しが検討され、こ

■福島原発の事故から1年が過ぎ、大飯原発が再稼動
しました。電力不足の問題と原発事故の恐怖が天秤に

れまでグレーゾーンとされてきた行為が法的に認めら

かけられた究極の選択だったと思います。医療界でも

すが、術者は技術だけでなく、学問的知識の修得も必

放射線に開通する事故は、今後の医療に大きく影響す
る大問題になりかねません。診療放射線技師一人ひと

須になってきます。皆さん、しっかりお勉強しましょ

りのモラルと管理能力が問われるところです。

■会員の皆様の趣味や日ごろの思い、また、施設紹介
など会誌に掲載したい情報がありましたら、ご投稿く

｝第2地区では年に2回の卒後教育講座を開催し、会
員が自己研研する場を提供しています。今回の会誌で
も、その内容を掲載しております。参加資格は所属地
区を問いませんので、都合が付けば是非参加してみま

れようとしています。非′削こ画期的なことではありま

うI

ださい。

しょう1
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