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「ピーク・エンドの法例』

『1旦燕pの法則』のような

『○○の法則』
一般社団法人栃木県診療放射線技師会

会長 神 山 辰 彦
『1．29：300の法則』は、「ハインリッヒの法則」と呼ばれ、アメリカ

の損害保険会社の安全技師であったハインリッヒが発表した経
験則である。「1つの束大事故の背後には29の軽微な事故があ
り、その背景には300の異常がある」という。医療安全活動で重

要な言葉で、「1件の重大災害（死亡・重傷）が発生する背景
に、29件の軽微な事故と300件のヒヤリ・ハットがある」とし、束大

事故を防止するには、ヒヤリリ、ツトの段階で未然に防止するた
めの対策を立てて、実践していくことが大切であると数えてくれ
る。

このような『○○（マルマル）の法則』というものが世の中に沢

山ある。大別すれば「自然法則」と「経験則」に分けられ、「自然
法則」は万有引力のような絶対的な規則を意味し、「経験則」
は、多くの人の経験から帰納的（対義語．演繹的）に得られた規
則で、事実の積み重ねから導き出されている。人の経験を元に

「物事はそのピーク時と終了時の経験によって決まる」人は、
自分自身の経験をそのピーク時に楽しかったか、どう終わったか
によって判断するという。相手に好印象を与えようとすれば、第一
印象や話題に強い印象を与える「ピーク」を作るだけでなく、別
れ際の印象もことさら重要である。
◎日本では「起承転結」になる。話し方や文章の一浩こき方にも役に
立つ。
Fリトルウッドの法則』

「奇跡は1カ月に1回の割合で誰にも起こる」奇跡は、誰もが
滅多に起こらない山楽事だと考えているが、それは100万回に1
回の割合で起きているという。人が目覚めて活動している閏は、

1秒当たり1回は何かの出来事（仕事や新聞を読むなど）に出
合っている。その前提に立つとlE】8時間、意識をはっきり持って
生活しているとすると、35日間に100万回の出来訓二遭遇してい
ることになるので、この間に少なくとも1回は奇跡を経験している
ことになる。
◎そういうことなら、35日間続けて、宝くじを買ってみるか？
「ランスの法則』
「壊れていないなら直すな。物事がうまく逆んでいるのなら、い
らぬ手を加えるな」日常のシステムや方法が順調に運んで効果

を発揮しているのなら、あえて改良や変更の手を加える必要が
ないという忠告である。
◎より良くしようと実行したが、失敗して反省している。
FKISSの法嗣』
「KeepIt Short and Slmple」の頭文字を取った略語であ

しているだけに絶対的でなく、必ず例外がある。逆を言えばその
例外があるからこそ興味深いし、含蓄に富んでいる。「経験則」
は、色々な局面で応用ができ、教えられるところが多い。
新しい年の初めに何かという意味で、そして会員の人生に
きっと役立つのではと思い、有名な『マフィーの法則』を除き幾つ
かを紹介する。

り、「君たち、短く簡単にせよりを意味する。内容は1枚にまとめて
師掛こ碧：け、発言や仕事も分が）やすくせよと促すこと。ジェット
樺が故障しても、一般の修理機器で直せるよう、師単に設計し
なければならないと設計技師が主張したのが始まり。
◎物事を複雑するのは的単だが簡単にすることは雉しい。シン

『80対劫の法則別名「パレートの法朋」「ニハチ（二八）の法則」

「転べばクソの上」間違いは最悪の時に起こる。「マフィーの
法則」と異なる点は、間違いはよりによって最悪の時に起こるもの

「市場経済の出来事の80％の結果は、わずか20％の要因が
影響している。」世の中の複雑な多くの問題は、簡単な80対20
の比率で、ほとんどの事象が説明できるだけでなく、解決もできる
といわれる。
・故障のうち80％は、部品の20％に原因がある。（この部品を特

プルイズ・ベスト。
『ソッドの法例』
だという。
・トーストは、いつもバターを塗った側が下に諮ちる。
・トーストのバターを塗った側がカーペットにくっつく確率はカー
ペットのコストに比例する。

・パンはバターを塗った例が下に諮ちるが、サンドイッチなら聞
いて諮ちる。

完し、対策をすることが重要となる）
・企業の利益の8098は、20％のヒット商品が生み山している。
（20％の製品に経営力を重点的に配分する）
・売上げの80％は、全従業月のうち20％が生み出している。（そ

の従業員を特定し、重点的に育成促進を図る）

・苦情の80％は、20％の顧客から出ている。（その20％の客を特

定し、対策を講じる）
・企業で起きる問題の80％は、2098の従業員が引き起こす。
（上と同じ悪味である）
・集団が形成されると2．6．2の割合で3つのグループに分かれ
る。（2−6−2の法則上位2割の優秀な人たち、中位6割の平均的
な集団、下位2割の生産性の低い人たち）
・自分の最も得意とする20％の仕事に狼申し、他の80％は他人
に任せるべき。
・EHir生活で着ている服の80％は、お気に入りの20％に過ぎな
い。

・ビールと抱の割合は80対20が一番美味しい。

・蕎麦は、蕎麦粉が80％、′卜麦粉20％のいわゆる二八蕎麦が
最も美味である。
◎何はともあれ、全体の20％の中に入ることの大切さを教えられ
た。私の行動指針となっている。

◎「泣きっ面に蜂」と同じ悪味。人は運命に愚弄されている。
『茹でガエルの法例」
・重大な変化が周りで徐々に生じているにもかかわらず、人や
組織がそれに対応しないため、思わぬ結果をもたらす。（カエル
を沸騰した湯の中に入れると、すぐに飛び出すが、冷水に入れ
て徐々に温めると、危険を感知できず、茹でられて死んでしまうと
いう話。）

◎絶えず周囲に目を向けて、他人の意見を求め、聞くことの大切
さを教えてくれる。
『ドローチャーの法則』
「いいヤツほど、いつもどりで入ってくる。」（ナイスガイ・番人ほど得
てしてうだつが上がらず、バッドガイ・ワルがのさばる世の常を風
刺している）
◎振り返ると、私の人生はいつもこうであった？

最後は、自分も含まれているので忘れてはならない。

◎外貨定期預金なら利率は高いけれどリスクが心配だ。

『ピーターの法則』：無能上司の法朋
・「時間が綻つにつれ、管理ポストは無能な上司で埋まる。誰も
が無能になる可能性を秘めている。」（職階制にいる限l人そこに
勤める者は、自分の無能さを露呈する地位まで昇進できる。）
・「仕瓢とは、自分の疑能力さが具現するレベルにはまだ達して
いない平社員や一般社員によって支えられている」（職階制の
組織は、i竺‡・類が作成された本来の目的より、事務手続きのほうを
禿視する。本来の仕事ができないので無能上司となる。）
・「有能であるかは、主観的判断によるものであり、あたかも色メ

『7−3855の法則』別名「メラビアンの法則」
人が向かい合って話をするコミュニケーションは、「言葉そのも

ガネを通して物事を見ているものだ。」
◎人事考課に厳密な客観的基準はないことを数えてもらった。

『72の法則』

「元本が2倍になる年数は＝72⊥金利（％）」になる。資金を複
利適用する」二で、固完金利の場合、元金が2倍になるのに何年
かかるか計算する時の便法。金利年5％なら14．4年であり、定期
貯金の金利0．5％なら144年になる。

のと語調、それに身才剛」の3つに分析できる。それぞれ798、
38％、55％であり、話し相手は言葉そのものより、むしろ身振りなど

に大きな影響を受ける。身振りは、自分の意志や考えをより明確
に示す効果がある。
◎お詫びする場合、沈んだ語調で深々と頭を下げることは最古
の方法といえる。
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■参考引用図吾
F必ず役立つ「○○の法則」辞典j PIIP文庫
著者 烏賀l量正弘（うがや まきひろ）

平成26年度第3地区卒後教育講座（第1回）開催について
時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。日頃より本会活動についてご協力、
ご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、このたび栃木県診療放射線技師会平成26年度第3地区卒後教育講座（第1回）
を下記のとおり開催いたします。ご多用中のことと思いますが、万障お繰り合わせの

上、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

記

日

時：平成27年1月21日（水）18時30分〜19時30分（受付18時00分）

場 所：済生会宇都宮病院グリーンホールA
（〒32ト0974栃木県宇都宮市竹林町911−1TEL．028−626−550㈹）

内 容．「医療人に求められるコミュニケーションスキル」

講 師：栃木話し方センター所長・責任指導講師

小 林 和 広先生
参加費 会 員‥ 無料
非会員…3，000円

（新卒者…卒後年度のみ無料）

※なお、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。
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‡：：王：平成26年度第2回卒後教育講座開催報告：：

平成26年度

第2回卒後教育講座

開催報告

開催日時一平成26年11月15日仕）午後3時00分〜

開催場所 東芝メディカルシステムズ株式会社
参加人数：46名（会員41名）

内

容：『マンモグラブイ施設画像認定取得に向けて』
〈講師〉東芝メディカルシステムズ株式会社

国内営業部×R営業部アプリケーション担当 中 村 備 亮先生

秋晴れの土曜日、高原山の雄姿を間近に見なが
ら大田原の東芝工場へと向かう。

が生まれる過程を見せて頂きました。
最新のCTやMRIには驚きの連続でした。

束京ドーム75個分という敷地の広さに驚きながらセ

今回の講座を機に県内でも認定を取得する施設
が増えることと、一人でも多くの女性が検診を受

キュリティのかかったドアをいくつか通り会場へ‥。

けられることを念願いたします。

今回のテーマは マンモ■ 。

栃木県の女性技師の、み・な・さ〜ん！

女性の講師と思いきや意外にも？男性アプリ

ケーションの先生登場。しかし温和かつ柔和な雰

囲気、話し方にすぐ納得。

マンモの撮影はチョット大変ですが

おっぱい守

り隊 として楽しく頑張ってまいりましょう。

内容はマンモグラフイ施設画像認定取得に向け

て応募の事務的な詳細と画像提出にあたり最新の
トピックスなど。

認定取得の為だけでなくポジショニングの再確

認の意味でも非常に有効な講義でした。
次に工場見学では土曜日ということで生産ライ

ンは数少なかったが、＝扶々が使用する放射線機器

東芝メディカルシステムズ㈱
中村惰亮先生

束芝メディカルシステムズ㈱
栃木支店 櫻井 元支店長

座長 須藤昌彦理事

神山辰彦会長

学術部 小 堀 康 子（芳賀赤十字病院）
−3−

≡≡！≡≡平成26年度第1地区 卒後教育講座開催報告！≡

平成26年度

第1地区卒後教育講座

開催日時：平成26年10月17日㈲

開催場所：国際医療福祉大学

開催報告

午後6時30分〜午後8時00分

F棟2階F−201教室

参加人数：31名（会員21名）

内

容：『心電図の基礎』
〜虚血性心疾患の心電図変化について〜

〜除脈性・頻脈性不整脈の心電図と治療について〜

平成26年10月17日睡）に、第1回卒後教育講座を国際医療福祉大学大田原キャンパスにて開催いたしまし

た。今回のテーマは、「心電図の基礎」でした。診療放射線技師にとって学習する機会の少ない心電図です
が、心臓を目的とした検査では心電図の知識が非常に重要となります。そこで、日本ライフライン株式会社

の加藤良和先生、安部祥知先生、枯野靖先生の3名に12誘導心電図の基礎から心筋梗塞などの各心疾患の心
電図の見方、不整脈の治療法であるカテーテルアブレーションについてご講演いただきました。90分では短

すぎる内容で大変充実しており、日々の検査に活かせる内容であったと思います。また、わかりやすく詳細
にまとめられた資料もご用意いただき、講義後もしっかりと復習をして日々の業務に活かしていきたいと
思っております。

今回は、金曜日の業務終了後の開催にも関わらず、30名を超える参加があり、会員の皆様の興味や熱意を
感じました。また、会場が大学キャンパス内ということもあり学生の参加もありました。次回以降も、会員 （

にとって興味深い内容の卒後教育講座を企画していきたいと思っておりますのでぜひご参加いただければ幸

いです。最後に、講師をしていただきました、日本ライフライン株式会社の加藤良和先生、安部祥知先生、
枯野靖先生に厚く御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

第1地区幹事 岡 野 員 人（国際医療福祉大学）
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生 生 生

先先先
和知靖

浦和営業所

良祥

CRM事業部マーケテイング部HVマーケテイング課

藤郡野

EP／ALB事業部マーケテイング課

加安梅

〈講師〉日本ライフライン株式会社

雷：：：：平成26年度第4地区卒後教育講座開催報告≡≡

平成26年度

第4地区第1回卒後教育講座

開催日時●平成26年9月2日㈹

午後7時00分〜

開催場所 足利赤十字病院 健診棟1隔セミナールーム
参加人数●27名
内

容

『ポータブルFPDの最新動向〜Vl「tUalgridの運用〜』

〈講師〉富士フイルムメディカル株式会社

MS郡

宮 野 武 隋先生

平成26年度より第4地区も卒後教育講座を2回開催することになり、今回第1回目を開催しました。

今回は富士フイルムメディカル株式会社 宮野武暗先生をお招きし、ポータブルFPDの最新動向について
ご講演いただきました。

ポータブルFPDの使用や構造、パネル表面の材質の違いによる特性や長所短所、逆用については、無線環

境の整備、FPD制御端末の操作方法や最新画像処理方法などを詳しく講演していただきました。
またVlrtual gridというグT）ットを使用せずにボケの原因となる散乱線を画像処理で除去し、グリット使

用時と同等の画像を得る方法を使用することで、斜人による濃度ムラを抑制し、ポータブル画像を高画質化
できるということで大変興味のある講演でした。

次回も会員の知識向上と、仕事に役立つ企画を提供できればと思います。

最後に、平日の勤務終了後にもかかわらず多数参加していただいた会員各位に感謝申し上げます。

第4地区 江 原 信 隆（佐野厚生総合病院）
−5−

「第30回日本診療放射線技師総合学術大会」に参加して
●辱き●

自治医科大学附属病院芦崎道太

皆さん、大分といえば「別府」「湯布院」そして最近は「軍師宮兵衛」7でしょうか。
今回私は、大分県別府市の『別府国際コンベンションセンター』で行われた『第30回日本診療放射線技師
総合学術大会 第21回棄アジア学術交流大会』（平成26年9月19日〜21日）に参加してきました。大会中は

台風16号による前線の影響で雨模様でしたが、会場は多くの参加者の熱気に包まれておりました。久々の総

合学術大会の参加でしたが、最近は演題数も多くなり、より専門的になってきたような気がします。CTや
MRlなど以前から演題や参加者の多いセッションもありますが、シンポジウムはlから∨ほであり、「チー

ム医療」「個人被ばく線量把握事業」「医療安全対策」「がん対策」「Ai」と多岐にわたり、現在の診療放

射線技師が社会から求められているものを反映した内容だと思いました。また「読影補助定着に向けた分科

会」など診療放射線技師の『新たな課題』も企画されておりました。核医学では『ドパミントランスポー
ターシンチグラフィ』関連がほとんどで、さすがに新しい検査だけにランチョンセミナーを含め注目されて

いました。私の発表は大会初日の9：00からでしたが、事前の予想に反して参加者が多く、質問もいくつか
いただきました。「朝一番だから」という期待が見事に外れてしまいましたが、学術大会をとおして、仕事

の「吸収」と「補正」をすることができました。

次に別府のお話です。別府温泉の湯はいたるところから湧き出るそうです。別府温泉のホームページ
（http．／／www．beppu−naVi．jp／onsen／）には『別府温泉は人が入浴できる温泉湧出量としては世界一』『泉質

は世界中にある日種類のうち、放射能泉を除く10種類の温泉が湧いています。』とあります。さすが『温泉
力日本一』というだけあります。また、観光として8つの地獄を見学する『地獄めぐり』というツアーもあ

ります。子供の頃『悪いことをすると地獄に落ちるよ』といわれた経験はございませんか。自身「叩けば悪
い嘆はいくらでも」と心配しておりましたが、別府の地獄にひとつでも参れば、闇魔さまもお許し戴けるフ
そうです。8地獄のひとつ『海地獄』は、きれいなコバルトブルーが印象的です。

そして初めて分かったのですが、別府は小樽や神戸のような「坂の街」でした。海岸から山側に100m歩

くと標高が約5m高くなる「のぼり坂」が続きます。また、海側から山を望むとあちこちに「湯けむり」が
見えます。ちなみに湯量豊かな別府の温泉ですが、希望すれば各家庭に温泉を引くことができるそうです。
しかし、湯温が高い（900⊂以上）ので、もともと高い料金の水道で温度を下げたり、大きな湯船でかけ流し

たりの『贅沢な内風呂温泉』になるようです。湯は豊富ですが、水源は少なく水道水は貴重とのことです。

最後に皆さん知っていましたか？近頃は大分といえば O「別府」⑦「湯布院」⑦には
「軍師宮兵衛」や「地獄めぐり」ではなく、『きっし−』とのことです。『48』×4紅白
紅組。
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平成26年度

第3回Ai認定講習会

（平成26年度死亡時画像診断（Ai）研修会）の開催について
公益社団法人日本診療放射線技師会
会長 中 澤 靖 夫

死亡時画像診断（Al）については、厚生労働省の「死因究明に資する死亡時画像診断の活用に関す
る検討会」幸良告書（平成23年7月）において、研修会の開催や認定技師制度等の確立により撮影・読

影に関する知識・技術の向上に努める必要性が示されています。その後、平成24年6月には「死因究

明の推進等に関する法律」と「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の2法
案が国会により可決されました。後者については平成25年4月に施行され、前者は2年間の時限立法
として平成26年6月に死因究明等推進計画が閣議決定されています。今やAiは診療放射線技師の業務
の一つとなってきました。

本認定講習会は平成23年11月から年3回のペースでの開催を目指し、今回で11回目になります。こ
れまでの受講者総数は約850名、 Ai認定診療放射線技師 として、311名が認定されています。講義内

容はこれまでと同様に死亡時画像診断（Al）を適切に活用していくための基礎的な知識、技能の普及
を目的として診療放射線技師を対象に行うものであり、本会Ai認定診療放射線技師のための指定講習
会であります。
今回の講習会は、厚生労働省の事業の一環として日本医師会が受け「平成26年度死亡時画像診断（Aj）

研修会」と称し、本会も主催者として開催されます。また、医師向けの講義も同時に行われます。
なお、平成23年2月5日、6日両日に開催されましたAl学会主催の〝平成22年度Al認定講習会〟を修

了した診療放射線技師で、その後のAl認定講習会を受講されていなし、方は、本会Al認定診療放射線技

師に必要な指定講習の一部を補講として受講していただくことができます。該当者で今回の講習会で
補講受講を希望される方は本会へご連絡下さい。
記

開催日時：【1日目】平成27年1月31日出

9：00〜16：40（受付開始8：20より）

【2日目】平成27年2月1日（日）9：00−16：10（受付開始8：30より）

（※2日目研修終了後、確認試験を30分程度予定）

開催場所：日本医師会館（東京都文京区本駒込2−28−16）1F大講堂及び3F小講堂

定

員：100名（定員になり次第、締め切ります）

受講料：1万円（補韻：3．000円）
＊申込み方法などの詳細は日本診療放射線技師会ホームページを参照
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平成26年度

第2回放射線被ばく相談員講習会の開催について
公益社団法人日本診療放射線技師会
会長 中 澤 靖 夫

本会では、全国の診療放射線技師会に医療被ばく相談員を配置し、病院で行われる放射線検査に不

安を持たれた方々の相談などに対応しております。
平成23年3月に発生した福島原発事故以降、自然環境からの放射線被ばく、食物を通じた放射線被

ばくに関する質問も増えたことに対応するため、放射線被ばく全般の相談を担当する「認定放射線被
ばく相談員」を育成することとしました。

本セミナーは「放射線管理士」資格を有している方を対象に、外部被ばくと内部被ばくの違いを踏
まえ、放射線災害時の被ばく相談を考慮したリスクコミュニケーションと「傾聴訓練」の実習を行い
ます。そのため3日間開催となっており、最終日には確認言式験を行います。開催日にご注意の上、お
申し込みください。

記

開催日時：【1日日】平成27年2月13日㈲11：00〜18：00
【2日目】平成27年2月14日出

9：00〜18：10

【3日日】平成27年2月15日（日）9：00〜14：30

（※3日目、13：00〜14：00に確認試験を行います）

開催場所：公益社団法人日本診療放射線技師会講義室
（東京都港区浜松町241）世界貿易センタービル31階

定

員：30名

受講料：12．000円（会員）

＊申込み方法などの詳細は日本診療放射線技師会ホームページを参照
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◎各地区報告
第1地区（業務執行理事∵吉成亀蔵） 特になし。
第2地区（理事 遠藤奈美）
平成26年2月1日仕）に第2回卒後教育講座を開催

・会員がいない施設の求人情報を本会のホームペー

し、会員40名の参加があった。

・ホームページに掲載されている求人情報におい

第3地区（理事 大築慎一）
平成26年3月26日鮒に済生会宇都宮病院で「診療
報酬改訂のポイントについて」の講座を開催する予
定である。
第4地区（理事・長沢雅史）
前回の理事会でお知らせしたように、平成26年1
月18日吐）に佐野市民病院にて卒後教育講座を開催し
た。
第5地区（理事：寺島洋一）
平成26年2月12日休）に卒後教育講座の2回目を開
催し、会員23名の参加があった。

ジに掲載しているが、これは閲覧する会員のため
に掲載しているものなので、今後掲載しても問題
はない。

て、今後は掲載期間を定めてそれ以降は削除する
ようにしたい。

・会員数の確保のためにも永年勤続者を名誉会員に
してはどうかという意見が出されたが、日本診療
放射線技師会と連携していくためにも本会だけで

名誉会員制を設けることは杜しい。日本診療放射
線技師会と合わせる必要があり、今後の課題とし
たい。

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、すべて承認されたことを確認し
た。

第9号議案 その他（報告事項と確認事項等）
・研究会規程及び組織運営規程を『平成25年4月1
日から施行する』としたため、理事会で承認して
いただきたい。

議長は、本日の平成25年度第4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：神山辰彦 閉会を宣し、午後5時50分散会

議長は、この議案について議場に諮ったところ、
満場一致で承認された。

した。

l会の動静
7／16

11／4 全国地域連絡協議会（全回会長会議）

あすた−とVoI．36発行

8／1 小山地区公衆衛生協会評議員会及び幹事会
（栃木県小山庁舎）〈寺島〉
8／27

第54回栃木県公衆衛生大会

（ホテルニューオータニ）〈会長〉

診療放射線技師制度に関する議員懇話会設
立総会（ホテルニューオータニ）〈会長〉
11／5〜7 第73回日本公衆衛生学会総会

（栃木県総合文化センター）
9／2 第4地区第1回卒後教育講座（足利赤十字病院）
9／7 第3回環境省委託事業検討会議（JART事務所）〈会長〉

9／16 住民の個人被ばく線量把握事業を県に説明
（県庁）〈JART小川副会長・会長・福田〉
9／17 第73回日本公衆衛生学会総会 実行委員会
（東武ホテル）〈会長〉
9／19〜21第30回日本診療放射線技師学術大会
（別府国際コンベンションセンター）

9／20 全国地域連絡協議会（全国会長会議）

（栃木県総合文化センター）〈会長〉
11／9 第5回環境省委託事業検討会議
（JART事務所）〈会長・福田〉
11／15

第2回卒後教育講座（東芝メディカルシス

テムズ㈱那須工場研修センター）
第2回理事会（東芝メディカルシステムズ
㈱那須工場研修センター）
11／16 第2回日本診療放射線技師会北関東地域拡

大会長・教育委員合同会誌

（別府国際コンベンションセンター）〈会長〉

（大宮ソニックシティ）〈会長・小黒・柳沢・書成〉
11／29 第2地区卒後教育講座（第1回）

10／5

第4回環境省委託事業検討会議
（JART事務所）〈会長・福田〉
10／9 第3回業務執行理事会（済生会宇都宮病院）
10／17 第1地区卒後教育講座（第1回）
（国際医療福祉大学）
10／26 診療放射線技師基礎技術講習「一般撮影」
（濁協医科大学）〈執務者会長・′」、黒・柳沢・吉成〉

（濁協医科大学病院）
12／14 第6回環境省委託事業検討会議
（JART事務所）〈会長・福田〉
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l平成26年度事業計画予定表
平成26年
12月16日㈹

会誌106号発行

12月22日明）

第4回業務執行理事会

平成27年

1十▼、＼

1術ヾ
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2月19日㈱

第5回業務執行理事会

2月24日㈹

第10回学術研究発表会抄録集発行

3月1日（日）

第3回卒後教育講座・第10回学術研
究発表会
第3回理事会

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

0日本メジフィジックス株式会社

。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

0堀井薬品工業株式会社

。GEヘルスケア・ジャパン株式会社

。バイエル薬品株式会社

0エーザイ株式会社

。伏見製薬株式会社

0株式会社島津製作所

0コニカミノルタヘルスケア株式会社

。株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

0株式会社ドクターネット

。第一三共株式会社

。富士製薬工業株式会社

。カイゲンファーマ株式会社

（順不同）

編集後記
■卒後教育講座は各地区で年2回開催されています。

『この慌ただしい年末に「衆議院解散総選挙」です。

とても興味がそそられるテーマも多くありますので、

都合がつけば他の地区の牛後教育講座にも参加してみ

選挙には600〜700倍円の税金が使われます。本当に今
でなければならないのでしょうか？では、いつやる

てはどうでしょうか。

のフやっぱり「今でしょう！」（昨年の流行語大賞で

■平成27年4月より診療放射線技師の業務範囲が広が

した）。

ります。それに伴い、教育内容（指定規則）の見直しも

■来年の干支は「末」です＝群れをなす羊は、家族の

始まっており、「人体の構造と機能及び疾病の成り立
ち」が12単位から13単位へ、また「医療安全管理学」

安泰を示しいつまでも平和に暮らすことを意味してい
るそうです。私は公私ともに安泰を願っているのです

として新たに1単位が追加されようとしています。

が、どこへ行っても周りがそうさせてくれません。

■「ダメよ〜ダメダメ」今年の流行語大賞が発表され

私は羊にはなれない性分です。それでは皆さま、良い
お年を。

ましたlこれは、お笑い芸人の日本エレキテル連合の
持ちネタですが、 ■ェレキテルHとは平賀源内が復元し

た摩擦起電器（静電気発生装置）のことで、医療器具
（電気ショック治療）として用いられていたのです。

一般社団法人栃木県診療放射線技師会編集委員会
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