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新年のあいさつ

一般社団法人栃木県診療放射線技師会

会長　小　黒　　清

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

会員のみなさまにおかれましては、初春を夢と

希望、さらには、ご家族の幸せを蘇ってお迎えの

ことと存じます。

旧年中、会月のみなさまには、本会の活動に対

し、格別のご支援を賜り厚く感謝申し上げます。

本年も役員一同、みなさまに満足いただける技師

会活動を心掛ける所存です。何とぞ昨年同様にご

支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

さて、平成27年6月より会長として本会をお預

かりし、「わかりやすい技師会」を目指し会員の

みなさまに対してホームページやメーリングリス

トによる最新情報の提供を強化してまいりまし

た。さらに各地区で行われている年2回の卒後教

育講座の充実を図るため、日常診療へすぐに役立

つ情報提供などを積極的に行い、開催地区以外の

会員にも気軽に参加していただけるようにしてま

いりました。また、草後教育講座等へ積極的に会

員を講師として登用してまいりました。

今年は、組組率を強化するための入会促進と卒

後教育講座にできるだけ多くの会員が参加してい

ただけるような企画を考え、そこに集まった会員

同士が情報共有できるようなそんな場を提供して

いきたいと思っております。

－1－

また、会員の皆様から新しい企画の提案や本会

に対する要望などをお聞かせいただき、技師会が

自分たちのためにあることを実感していただけれ

ばと思っています。

今年はさらに大きく羽ばたく一年になりますよ

うに、「新しいことへのチャレンジ」を目指し

て、会員のみなさまとともに更なる発展と診療放

射線技師の地位向上に貢献するために、会員によ

る会員のための事業を中心に、役員一同頑張って

いく所存です。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。

笥

栃木県診療放射線技師会ホームページ

h廿P：／／www．tanneL⊂Om／

ぜひ一度ご憂ください。

掬箪
蒋幣・一
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■苧賛賛事平成28年度第2匡搾後教育講座開催報告！攣

平成28年度　第2回卒後教育講座　開催報告

日　　時二平成28年11月5日出　午後2時30分～

会　場：柘協医科大学病院　教育医療棟7階　シミュレーション講義室Ⅱ

参加人数：会員93名、新卒者3名、非会員3名、学生22名

今回は救急撮影についてというメインテーマで、

各施設でどのようにして対応しているかというサブ

テーマで行われました。参加人数は120名を超え、

大盛況の卒後教育講座となりました。
一般撮影、CT、MRI、ⅠVRなど診療放射線技師が携

わるあらゆる部門から6演題の講演がありました。

【一般撮影］自治医科大学附属病院ではFPDの利

点・欠点の話から始まりました。利点としてはカ

セッテを交換する必要が無いこと、欠点としては感

染のリスクがCRより増えるということでした。感

染の拡大防止の為にFPDをビニールに必ず入れて、

さらに防水シーツをかける工夫がなされていまし

た。その後、実際の症例をもとにどのような工夫を

しているか話がありました。まず、頚椎の保護を目

的として損傷が除外されないうちの移動は頚椎固定

している人の合図で移動をすること。多発外傷の時

は可能な限り臥位で健側にタオルなどを置くような

工夫を行い、クロステーブルで撮影するとよいとい

う話がありました。

［（T①】済生会宇都宮病院では、まず施設紹介か

ら始まり、1日平均の救急CTを行っているかの説

明がありました。両上肢のストリークアーチフアク

トの低減をする為にバックボードにスペーサーを入

稔合司会のう■～戌学術部長　l尉会の挨拶をする小社と会長

れているという工夫がされていました。

［⊂T④］足利赤十字病院では、まず施設紹介から

始まり、特に驚いたのがCTとCR・FPDが同室にあ

るということでした。次に夜間帯のMRIの件数が

118件／年であり、主に脳梗塞疑い・脊損疑いである

ということでした。次にSTATの話がありました。

STATとは緊急画像所見報告であり、緊急で処置が

必要な時に報告し記録するということでした。あく

までもSTATは診断ではなく所見報告をするという

ことでした。その後、所見報告例が挙げられていき

ました。

■＋∵…∵Ⅷ

軒∵∴＿．＿
－2－



㌍鼎門平成28年度第2回卒後教育講座開催報告！！

［MRl①】濁協医科大学病院では、まず施設紹介か

ら始まり、一日の件数・コイルの説明、日当直で行

われるMRIの比率などの説明がありました。t－

PAを施行する場合のプロトコルや頚椎MRIの場合

のプロトコル、MRA（頚部）の際の撮像法の工夫

などの説明がありました。また、当直帯のMRIマ

ニュアルを作成しているという工夫がありました。

［MRl（彰］那須赤十字病院では、まず救急MRIの動向

についての話がありました。その後、最近の部位の比

率・装置の説明・件数に関しての話がありました。

那須赤十字病院では当直・日直に部位別救急ルー

チンを作成し運用しているとのことでした。

［lVR］那須赤十字病院では、まず救急ⅠVRではス

ピードが大切であるという説明があり、那須赤十字

病院のレイアウトの説明がありました。その後、夜

間帯の件数の報告があり、ダメージコントロール

自治医科大学附属病院
春名克義会員

那須赤十字病院
佐藤統幸会員

済生会宰邦1：【病院
太刀川典リj会Il

那須赤十字病院
増渕裕介会11

ⅠVRでは一つの道具・一つの方法にこだわらないな

どの心構えについての説明がありました。

今回の卒後教育講座は救急撮影について各施設ご

との工夫・ローカルルールに関しての講演内容だっ

たので、参加した会月にとって非常に有意義なもの

になりました。

座長を務める寺島理事、佐藤理事

足利赤十字病院
酒井祐一会員

猫協医科大学病院
加腸清出会い

学術部　池　田　卓　義

－3－



日■軍買平成28年度第1地区　卒後教育講座開催報告牢，
「1「「㌻1　7

平成28年度　第1回　第1地区卒後教育講座　開催報告

開催日：平成28年10月19日㈹

会　囁：国際医療福祉大学

参加人数：会員24名、新卒者2名、学生14名

木々が色づき始めた10月19日㈱、平成28年度第1

回第1地区卒後教育諸座が国際医療福祉大学で開催

されました。平日夜の開催にも関わらず、会員24

名、新卒者2名、学生14名と多くの方に参加してい

ただきました。内容は、前半が「最新CT装置の技

術情報」についての講演、後半が「施設紹介t当院

のギモンー」と遺して各施設から発表をしていただ

きました。

「最新CT装置の技術情報」では、シーメンスヘ

ルスケア株式会社の松浦孝俊先生より、シーメンス

社の最新のCT装置について情報提供をしていただ

きました。最新の技術により、今までよりも低被ば

くかつ簡単な操作性で診断に適した画像が得られる

ことを紹介していただき、大変贅かされる内容でし

た。

「施設紹介一当院のギモンー」では、那須中央病

院技師長の須田富仁先生、菅間記念病院の三浦雅貴

先生、那須赤十字病院技師長の手塚章一先生の3名

い・j・I

に施設の紹介と普段の業務で抱えている悩みなどを

発表していただきました。その後、各施設における

悩みや問接点についてディスカッションを行いまし

た。各施設とも、他施設の特徴や悩んでいる問題点

について情報共有することができ、貴重な機会とな

りました。各施設が抱えている悩みとしては、人員

が確保できず業務が回らないということや新人教育

をどのように行っていくかという内容でした。

今回、新たな試みで「施設紹介」というテーマで

様々な施設から発表していただきましたが、今まで

関心が低かった他施設の現状を聞くことができ、新

たな視点や業務改善のきっかけになる講座になった

と感じました。今回は、3施設からの発表でした

が、今後は他の施設からも現状を発表していただき

交流を深めていきたいと考えています。最後に、ご

講演を快く引き受けていただきました、松浦先生、

須田先生、三浦先生、手塚先生に感謝申し上げま

す。誠にありがとうございました。

二一・’∴∴∴∴．T
素1地区連絡貞　岡　野　員　人

－4－



【！日だ平成28年度第2地区　卒後教育講座開催報告！！
一　・、

平成28年度　第1回第2地区卒後教育講座　開催報告

開催日：平成28年10月29日出

会　場：濁協医科大学病院　教育医療棟7階シミュレーション讃喪室2

参加人数：33名

講演内容：1、会員発表

「キヤノン・ワンショット長尺システムの初期使用経験」

濁協医科大学病院　放射線部　山口　真奈

2、メーカー講演

1）「Ae r oDR最新技術のご紹介」

コニカミノルタジャパン㈱ヘルスケアカンパニー

営業統括部　営業推進部　×線営業部　松下　航先生

2）「キヤノンCXDlワンショット長尺システムについて」

キヤノンライフケアソリューションズ㈱

医画像ソリューション営業本部・東日本医療ソリューション営業部

東日本医療ソリューション販売課

チャネル担当マネージャー　福井　恵先生

3）「富士フイルムにおけるFPDの最新動向」

富士フイルムメディカル

MS部　営業支援グループ　東日本MSセンター　大島　裕二先生

リいもので今年も残すところあと2ケ月少々とな

り、街路樹の落葉が歩道や中道に難い散る季節に

なった10月29日、猫協医科大学病院において節1回

約2地区卒後教育講座が聞催されました。

はじめに、会い発表として「キヤノン・ワン

ショット長尺システム」についての言弥演がありまし

た。大学病院ということもあり、鎚影件数が多いた

めに搬影困難者も多くいるが、CRシステムからF

PDシステムに更新して、鎚影にかかる時川、準備

や手Ifuが格段に故習されていることが発表されてい

ました。これによりキヤノン・ワンショット長尺シ

ステムが、患者さまにも、鮎影する技師にも悔しい

システムだということが分かりました。

次に、メーカ一都浜として3社から発表がありま

した。

各社ともFPDの改良点として、ハード両では、

軽i．i：化、持ちやすさ、防水性能があげられ、ソフト

両では、高両質、バーチャルグリッドなどがありま

した。とても進歩しているところもあれば、まだも

う少しがんばって甘はたいところもありました。

それを階まえ、これからもメーカーと技師が協力

し合って二Jl二いに進歩していきたいと止しいました。l火

療技術の進歩は日進月歩であり、我々診療放射線技

師も日々勉強していかなければならないと実感しま

した。

址後になりましたが、今回の会場を捉：供していた

だいた刻協l矢科大学病院の方々、また都演をしてい

ただいた方々に感謝を申し上げます。

第2地区連絡員　岩　上　浩　忠

ー5－



t■里律平成28年度第3地区　卒後教育講座開催報告H
r〉1．‾「了「；1

平成28年度　第1回　第3地区卒後教育講座　開催報告

日　　時：平成28年10月13日㈹　午後6時30分～午後7時30分

会　場：栃木県済生会宇都宮病院クリーンホールA

参加人数：会員29名、非会員0名、学生10名

講演内容：「読影補助に向けて一小さな所見をしっかりひろおう」

〈講師〉済生会宇都宮病院　放射線科医長

荒川　和清先生

今回の講座は詫影補助に向けて一小さな所見をしっかりひろおうという内容にしました。

講演ではまず、画像診断実践届という流れの説明からはじまりました。

それから、今回準備して頂いた頭部CTとMRIにおける選択基準の説明があり、選択基準として、見落と

した症例（レポートの修正、追記が必要だった例）かつ、3巡目～4巡目程度で異常に気付いた症例かつ、

救急担当医の読影で、診断に確信が持てず読影依頼を受けた症例として頂きました。

以上の症例を挙げて今回は実際に会場の会員が画像診断を行う実践形式で行いました。

まず1症例目として、台所で倒れていた目撃者なし、86歳女性、意識障害遷延の読影を行いました。

画像を3巡させて3巡目で異常があると思われる所を指摘して頂きました。

会員に指摘して頂いた後、荒川Drに解説をして頂きました。

2症例目は、めまい後の転倒77歳女性抗凝固療法なし、来院時意識が悪いという症例で、以後同じ様に3

巡目で指摘して頂いた後、荒川Drの解説をして頂きました。

合計10数症例に対し実践形式で行っていきました。

合間には頭部MRI画像（DWI）を提示し、6種類の中から仲間はずれを探すという実践も交えたり、また

頭部MRI画像で酸素を投与しながら撮像した症例（FLAIR）なども含め、頭部CT画像・MRI画像・フォ

ローの画像を踏まえての様々な解説をして頂きました。

今回の読影補助の詰演を聞き、実際に画像診断を行ってみて、小さな所見をひろうことはとても難しいと

いうことを再認識させられ、かつ、まずは画像のWW・WLをいろいろ変えてみるということが重要である

と再認識させられました。

今後は頭部に限らず、胸部・腹部領域に関しても行っていきたいと思います。

第3地区理事　池　田　卓　義

ー6一



㌍普門平成28年度第4地区　卒後教育講座開催報告■！

平成28年度　第1回　第4地区卒後教育講座　開催報告

日　　時：平成28年9月1日㈹　午後6時30分～午後7時30分

会　　場：佐野厚生総合病院　3F会議室

参加人数：27名

講演内容：「DRシステムにおける最新の画像処理とその評価」

〈講師〉富士フイルムメディカル株式会社

浅野　省二先生

朝晩と涼しくなり秋の気配も感じつつも、日中はまだまだ残暑厳しい9月1日粥に佐野厚生総合病院にて

平成28年度第4地区卒後教育講座（第1回）が開催されました。今回のテーマは　rDRシステムにおける最

新の画像処理とその評価」として、富士フイルムメディカル株式会社浅野省二先生にご講演を頂きました。

講演内容は①バーチャルグリッドについて、利点や原理まで詳しく説明がありました。利点として、斜人

による濃度ムラがない、ハンドリングの改善があげられました。現在は胸部だけではなく、整形領域まで使

用可能となっています。（参ダイナミックレンジ処理について、従来のヒストグラムと違い、被写体のもつダ

イナミックレンジを解析することにより、L億は固定となる説明がありました。（卦画像評価については物理

特性、画像処理を含めた捻合評価について説明がありました。

仕事後の限られた時間でしたが、大勢の参加者があり、最新の画像処理と評価について理解を深められた

有意義な講座となりました。

．．′

第4地区幹事　大　川　公　利
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【日！！平成28年度第5地区　卒後教育講座開催幸陪■！「「l‾1r「

平成28年度　第1回　第5地区卒後教育講座　開催報告

日　　時：平成28年11月17日㈹　午後6時30分～

会　囁：とちぎメディカルセンターしもつが　2階　講堂

参加人数：29名

講演内容：「SJEMENS CT装置の最新情報」

〈講師〉シーメンスヘルスケア株式会社

CT事業部　松浦　孝俊先生

第1回第5地区草後教育講座が11月17日、とちぎメディカルセンターしもつが2階請堂で開催された。29

名の会員が参加し盛況に行われた。

今回の講演はシーメンスヘルスケア株式会社松浦孝俊先生による「SIEMENS CT装置の最新情報」に

ついて行われ、新しい技術情報を提供いただいた。

講演後、新築移転となった病院の内覧会が行われた。

［講演内容］

（∋CT装置の過去から現在

（ヨフラッシュスパイラル撮影について

（参管電圧を下げての高コントラスト撮影

④Lowest Dose X線被ばくの低減

（9DSCTテクノロジーによる75msによる高分解能、秒間450mmを超える高速撮影による息止めを必

要としない検査が可能

⑥ハイパワーⅩ線管（70kvから140kvまで10kvまで10kv間隔で設定が可能）

⑦Ⅹ線スペクトル変調技術を搭載し画像を損なわず検査可能

今後最新のCTによる検査の向上、被ばくの低減が進むことが考えられるが最新CTを使いこなせるよう診

療放射線技師の個々の能力を上げることが重要と痛感した。

第5地区理事　斉　藤　　　稔
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㌍甘門血管撮影基礎技術講習干！

血管撮影基礎技術講習

雷開催日：2016年10月23日唱＝晴れ時々量り18℃

嘉会場：萄協医科大学病院120番教室 顎■写1－，＿

開会の挨拶をする小異会長

紅葉が始まり寒さも増してきました。本日は天気もよく講習に適した日とな

りました。今回は血管撮影基礎技術講習ということで4人の講師を招いて行わ

れました。

」、黒会長の挨拶で統一講習会の参加を呼びかけました。また、講師の先生方

へお礼の言葉と、本日長い時間になりますが頑張ってくださいと受講者に労い

の言葉を述べられました。

朝9時より講義が開始され、最初の時間は、濁協医科大学病院和知大志先生

から心臓の解剖・心臓カテーテル検査と治療・電気生理学検査とアブレーショ

ンt心臓疾患について短い時間に基礎的なことから治療までと幅広い内容にな

りました。

続いては、足利赤十字病院新井宏幸先生の施設紹介を交えて頭頚部・四肢血管撮影について講義があり各

解剖と注意点について話されました。MRやCTで血管の画像を作ることはできるが選択的な血管動態の把捉

ができるため無くなることはない。ただリスクを伴う為MRICTなどのメリット　デメリットを考慮して選

択する。

那須赤十字病院増渕裕介先生には血管撮影装置・線量管理について講義をして頂きました。装置と線量管

理は同一状にあり、装置の性能を維持することで線量抑制にも繋がる。また、術者の機器の操作次第で被ば

くが増えてしまう為技師が適切にアドバイスを行うと術者自身の被ばくを減らすことができる。スタッフの

被ばくも空間線量率を把握して行えば適切に管理できるであろう。

最後の講義は、済生会宇都宮病院大築慎一先生による胸部・腹部血管撮影でした。喀血などは息止めでき

ない、塞栓物質のコイル自体には塞栓効果はなく血栓ができて詰まる。ただ血小板が減少していると機能し

ない。ショックバイタルの場合は破綻していることが多いため。最後に接遇について話され言葉の掛け方で

患者への信頼度が変わってしまう為大切であると述べられました。

濁協医科大学病院
和知大志先生

足利赤十字病院

新井宏幸先生
那須赤十字病院
増渕裕介先生
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済生会宇都宮病院
大業慎一先生

学術部長　吉　成　亀　蔵



㌍普門平成28年度全国会長会議報告日

平成28年度第1回全国地域連絡協議会（全国会長会議）報告

■開催日：平成28年9月17日出18時10分から19時10分　■会　場：長良川国際会議場

（一社）栃木県診療放射線技師全　会員　小　黒　　　清

臨題1統一講習会進捗状況

1．平成28年度目標

受講者数を1万名とし、講習会数2（粕回。

2．各地域実施状況

現時点で平均3．6％の受講率である。

3．今後の対策

受話者数を増やすため、会誌や日放技、各県

診療放射線技師会のHPに掲載して広報を継

続していただきたい。

また、講習会のお知らせを受講者からの問い

合わせを考慮して作成。それを利用して、受

講していない会員に理解させていただきた

い。

〈質問〉国立病院横構が独自の‾耗一講習会を予定し

ているが、本会としてのスタンスは？

〈回答〉厚生労働省通知では日本診療放射線技師会

の講習会を受講することが前提となってお

り、医政局長と会長連名の修了証が発行さ

れない講習会のみを受講した者は医療事故

が起きた時に問題になる。

〈質問〉1日開催に出来ないか。

〈回答〉現在のソフトでは、1日では開催できな

い。兵庫県技師会長から1日開催できない

ので考慮してほしいとの要望があり、問題

点はあるが試厳的に兵庫県だけ行うことに

した。ソフト開発だけで一千万円かかる。

議題2　定款・緒規程集の修正事項について

7月3日開催の第3回理事会において、職務権限

規程、決裁権限規超、決裁権限規程別表の修正が承

認された。

諸規程委員会を開催し諸規程について検討してお

り、次回理事会に提案する予定である。

議題3　都道府県別会員組織率

都道府県別のJART会員組級率の表を配布するの

で、各都道府県にて組織率を把握し入会促進に向け

ての資料としてほしい。

議題4　大規模災害対策要項とサーベイヤー登ヰ都

道府県進捗状況

大規模災害対策要項が出来上がった。

サーベイヤーチームは45都道府県に設立していた

だいた。

〈質問〉災害協定を各県で結ぶ際には、JARTから

各県にひと言言ってもらえるとその作業

がスムースに行くのでは？

〈回答〉各県が協定を結び、その後各県とJARTが

協定を結ぶと言うスタンスが良いと考え

ている。

ご意見として承る。
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■！！！！平成28年度全国会長会議報告！買

議題5　70周年記念式典の厚生労働大臣表彰について

来年6月2日齢にJART創立70周年記念式典を予

定しており、その記念行事として厚生労働大臣表彰

を予定している。

表彰に係る正式な通知は、厚生労働省から各都道

府県知事を経由して行われるが、通知を受けてから

提出期限まで時間がないので、早めの連絡とさせて

いただく。

議題6　技師の盗撮

スマートフォンを使った患者さんの盗娘について

マスメディアで取り上げられている。

診療放射線技師の社会的信頼が大事なので、綱紀

粛正に努めていただきたい。

その他

09月15日読売新聞　医療ルネッサンスにて医療被

曝低減施設のことが掲載されている。

現在66施設が認定されているが、ぜひ認定を取っ

て欲しい。

○公開セミナーをJARTと日本放射線技術学会で

行っている

○ワークショップ

今年のテーマは「6年生教育の必要性につい

て」、「政策実現に向けた立法府への取り組

み」、「女性活躍政策。」

○その他

宮城県技師会長より二7／1付「Network Now」に

「Notice一日常点検を行っていますか？」が掲載

されているが、この記事は新聞記事だけを基に書

かれており、事実を反映していない。内容につい

ても耽能団体として適正ではない箇所がある。

HPに掲載する際にはこの記事を削除していただ

きたい。さらに事実に基づいて訂正してほしい。

中澤会長：指摘される通り不適切だと思ってい

る。大変反省している。修正の記事を載せるとと

もに、お詫び文書を載せたいと思っている。

京都府会長より：会員から基礎講習を申し込んだ

ときに会場のアクセス方法が表示されていないの

で、載せてはしいとの要望があった。

JART：更正をかける予定である。

京都府会長より：基礎講習の受講料は1日開催だ

と会月3．000円、非会員6，000円だが、2日間開催

で会貞6，000円、非会月10，（X氾円なのはなぜか。

JART：CT認定横構から1万円以上の値段設定

をしないでくれと言う申し入れがあり、そのよう

になった経緯がある。
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！！買！！平成28年度第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議報告！！

平成28年度
第2回日本診療放射線技師会北開乗地域拡大会長・

教育委具合同会議報告

日　　時：平成28年11月26日仕）13：30～16：00

会　場：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1－7－5　大宮ソニックシティ　501会議室

出席者：横田　浩　日放技北関東地域理事

埼玉県（3名）　田中　宏会長　堀江好一副会長　城虞洋輔教育委員

栃木県（3名）　小黒　清会長　柳沢三二朗副会長　吉成亀蔵教育委員

茨城県（4名）　長谷川光昭会長　鈴木達也副会長　川又　誠副会長　五反田留美教育委員

群馬県（4名）　町田利彦会長　後閑隆之副会長　川上　裕副会長　星野修平教育委員

新潟県（3名）　笠原敏文会長　　橋本　薫副会長　　山崎芳裕教育委員

合計　18名

1．職長　北開東理事　横田　浩

雷妃　茨城県　　　川又　誠

2．議事

A）報告事項

1）平成28年度第1回役員会議議事録について

・北関東理事を横田氏があと2年行うがその

後の人選を考えてほしい

2）平成誼年度関東甲信越診療放射線技師学術大

会拡大委員会議事録について

・学術大会時に行う拡大会議を北関東は前日

に行いたいと考えるが、現在は開催県一任

となっている

・統一講習会はセッ†が2セットになり同日

2件開催ができます

・関東甲信越学術大会（長野県）開催日は平

成29年6月24．25日

3）日放技理事会報告

・32回学術大会が成功裏に終わり皆様方に感

謝申し上げる（中澤会長）

・静岡県で放射線技師養成の専門学校設立の

動きがある。技師会として技師養成に4年
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問は必須と考えるため専門学校は阻止した

い。治療の実習生受け入れを拒否すること

により設立できないため各県でも県に確認

の上専門学校設立は拒否していただきたい

・参議院選挙は残念な結果となった

・32回学術大会は過去最多の参加人数を数え

たが、クレームとしてランチョンセミナー

の人数があまりにも少なく次回からの検討

をお願いしたい。

企業の展示数も少なく日放技の協力をお願

いしないと運営が難しい。

・27年度統一講習会の受講者が2，647人で

あった。目標は10，000人だったため今後の

対応を考えなければならない。絵受講者数

も4，815人と全技師数の1／10程度しか受講

していない

・JART70周年記念について来年6月頃に

行う予定

・日放技学術大会は33回　函館　34回　山口

県下関　35回が平成31年9月14－16日大宮

ソニックシティーでの開催となる。埼玉県

田中会長より立侯補届が出されました



㌍鼎門平成28年度第2匝旧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議報告！！

田中会長より、高校生、一般の参加を考え

て放射線技師の必要性をアピールしたい

・31回学術大会で京都での赤字が15∝）万円と

なっているが、開催に関して赤字額は全て

補填していただけるのか、現状は日放技が

出している

4）各県診療放射線技師会報告及び基礎講習につ

いて

各県より基礎講習、統一講習会の開催報告

及び来年度の予定を報告した。県ごとに独

自事業を行っているので興味ある事項はそ

の県と相談の上、活発に事業を推進しても

らいたい。

統一講習会について、ある程度意識の高い

技師は受講したと思いますのでこれからの

参加人数をどうやって増やしていくかは各

県難しい問題となります

5）平成30年度関東甲信越診療放射線技師学術大

会について

場　所：新潟県　ときメッセ

日　付：平成30年6月30日－7月1日

参加費：会員　事前登録　3，∝旧円

当日登録　5，∝旧円

非会員　7．∝旧円

学生　無料（抄録集1．（X氾円）

演題締め切り：H30．2末頃

6）その他

B）審議事項

1）来年度の業務拡大に伴う統一講習会の開催計

画について

来年度は、新潟県、群馬県4回／年、

栃木県2回／年、茨城県、埼玉県3回／年

2）来年度の基礎講習とフレッシャーズセミナー

の開催計画について

茨城県：MRI FS：5／21

栃木県：放射線治療：6月

群馬県：MRI：4／23

埼玉県：MRI：56月

新潟県：消化管：7月

3）次回役月会開催地について

長野での1回の時に再度検討する。1案と

して新潟大会前の視察もよいか？

4）第35回日本診療放射線技師学術大会（2019年

開催）への協力について

5）その他

3．その他

学術大会における倫理委員会が必要な演題かど

うかがはっきりせず、中小の施設で演題を控える

動きがある。日放技で具体例として倫理委貞会の

承認が必要な事例を示していただきたい。

■随想

この会議には何度か出させていただきました

が、会いの方の知らない雰囲気があります。北

開束は会議自体がとても和やかな雰囲気で決定

姉別なども余裕のある方向に向いて進んでいき

ます。一方南関東は（あくまでも私の主観で

す）できる限り時州内に収めようとするきっち

りとした進行をしているように感じます。こん

なところにも地域差があるようです。

副会長　柳　沢　三二朗
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第32回日本診療放射線技師学術大会に参加して

＿　1l H

＿■■l■1、

『粁環
栃木県立がんセンター　放射線技術科　佐　藤　　　宏

私たち診療放射線技師にとって、患者取り違え防止の重要性を理解し、各施設で様々な工夫・努力を重ね

ていることは言うまでもありません。

今回、学術大会に参加した回想録を報告させていただきます。私自身は、放射線治療分野で照射業務に従

事しておりますが、患者の多くは1～2か月間病院に通うことになるので、顔見知りになることがほとんど

です。当院は、患者の治療室入室の前に、フルネームを名乗ってもらい、本人確認を行った上で照射を行っ

ています。しかし、私たちは人間です。〝この患者は○○さんだ〝という『思い込み』や『忘れ』、『記憶違

い』が発生します。

そこで、2015年3月、放射線治療RISを含む病院情報システム更新を機に、タブレット端末専用のアプリ

ケーションを開発し、患者誤認防止のシステムを構築しました。

本学術大会においては、放射線治療セッションで『放射線治療におけるタブレット端末を用いた患者認証

システムの開発』と題して、口述発表させていただきました。同じ悩みを抱えるフロアの方々や座長と活発

な議論が展開でき、安全性の向上、ワークフローの適正化につなげることができました。

さて、会場となった岐阜県長良川国際会議場からは、金華山を眺めることができました。329メートルと

決して高くない標高にも関わらず、麓（ふもと）から山頂までは、カメラのフレームに収まらないスケール

で、闘争心が掻（か）き立てられました。何を憶そう、私はランナーだからです。大会2日目の夕刻には、

革靴からランニングシューズに履き替えていました。金華山の登山道は10コースありましたが、夕暮れ間近

であったため、山頂までの距離が最短である『馬の背登山道』を選択しました。意気揚々と登り始めました

が、徐々に険しさを増し、名前の示す通り馬が反り返った様な傾斜と

なり、気が付くと手を使わないと登れなくなりました。心拍数も常に

160を超えていたかもしれません。幸い、面識は無くとも境遇が同じ

登山仲間（ランナー）がいたので、自然と元気を分けてもらい、無事

山頂へたどり着くことができました。

馬の背登山道で思わぬ苦戦を強いられ、夕焼けを眺める予定が夜景

観賞となってしまいましたが、その景色は雄大で、口述発表と合わせ

登山道踏破の達成感は一入でした。

織田信長公の天下統一の先駆けとなった金華山ですが、本字術大会

参加をきっかけに、私自身もさらに飛躍できるよう精進していきたい

と思います。
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第3亭回日本診療放射線技師学術大会に参加して

那須赤十字病院　天　渾　麻　紀

9月16日～18日の3日間、岐阜県の長良川国際会議場・岐阜都ホテルに

て開催されました。会場は、鵜飼で有名な長良川のすぐそばに位置し、対

岸には金華山、その頂上には斎藤道三・織田信長の居城として有名な岐阜

城を眺めることができました。

今回、初めて全国区の学会に参加する機会をいただき、口述発表にてエ

ントリーさせていただきました。座長は縁あってか学生時代の実習にてお

世話になった技師の方でした。もちろん緊張はしましたが、どこか落ち着

いて臨めたような気もします。おかげさまで発表時間の10分をめいっぱい

使うことができました。座長と会場からは研究内容に関するご指摘やアド

バイス等、今後の課題につながるコメントを頂くことができました。また同時に、限られた時間の中で伝わ

る発表をする、ということの難しさを改めて考えさせられました。今回の経験をひとつの肥やしとして、ス

キルアップにつながればと思います。

また、自分の発表以外にも、数多くのセッションを見ることができました。どの演題も興味深く、すべて

見ることができないのは残念でしたが、とても良い刺激を受けることができました。研究内容はもちろんの

こと、発表の仕方やスライドのまとめ方等、様々なスタイルがありとても勉強になりました。

今回、初めての岐阜ということもあり、観光にも少々時間を使わせていただきました。金華山をロープ

ウエーでのぼり、山頂の岐阜城より眺める長良川の景観は、自然豊かで非常に気持ち良く気分転換になりま

した。さらに夕食には飛騨牛もいただくことができ（一緒に参加した係長にご馳走になりました！）、存分

に満喫してしまいました！ありがとうございました。

次回は2017年9月22日～24日に北海道函館市にて開催されます。また、第24回東アジア学術交流大会も

同時開催されるそうです。ミシュランガイドにて三つ星に選ばれた函館の夜景も、ぜひ見てみたいものと思

います。

ー‾棚三譲三軍賢覧竃
挺」
錘捗
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賛助・広告会員一覧

D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

。GEヘルスケア・ジャパン株式会社

。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

0第一三共株式会社

0カイゲンファーマ株式会社

。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

0シーメンスヘルスケア抹式会社

0バイエル薬品株式会社

。コニカミノルタジャパン株式会社

。株式会社ドクターネット

。富士製薬工業株式会社

。伏見製薬株式会社

（順不同）

■集後記

壷新年、明けましておめでとうございます。2017年

（平成29年）がスタートしました。皆様はどんな年に

したいと思っていますでしょうか？“酉”には、“物事が

頂点まで極まった状態”という意味もあるらしく、こ

れまでの努力が実を結ぶ時かもしれません。

iいよいよトランプ氏がアメリカ大統領に就任しま

す。日米関係をはじめ、世界経済にも大きな影響があ

りそうです。日本は自立してやっていけるだけの力が

あるのか、アジア諸国からも注目されています。診療

放射線技師も医療の世界で、いかに自立してやってい

ける力を持っているのか、業務拡大が進む中でその真

価が問われています。

螢診療放射線技師の政界への参入が昨年は実現できま

せんでした。国民医療の向上に貢献する医療職とし

て、対外的な方針や活動を目に見える形でもっとPRす

べきだったと思います。残念ながら、自職種を守ろう

という内向的な面が強く出すぎていたのでは…

儀今号の学術記事には「医療事故調査制度におけるAi

の役割」があります。最近、あらゆる場面で人工知能

であるAI（Arti丘cia】htelligence）が登場しますが、

「もしや、Autopsyimagingでは？」と思うのは私だ

けでしょうか…。なお、死亡時画像診断（Ai）の】i－は

小文字です！
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