
1．北海道部会の歴史
小笠原克彦編集副委員長(以下，小笠原)：萩原康司先生
は昭和 60 年から 6 年間，柴田崇行先生は萩原先生か
ら引き継がれまして平成 3年から 6年間，部会長とし
て北海道部会を率いていらっしゃいました．最初に，
日本放射線技術学会会員になった背景やきっかけをお
聞かせください．
萩原康司先生(以下，萩原)：私は，昭和 33 年に技師学
校を卒業して昭和 34 年に北海道の放射線技師会に入
りました．その頃の北海道では，北海道放射線技師会
の一部として学術部がありました．全国では技術学会
と技師会に分かれていた地域もたくさんありました
が，北海道は一つであり，技師会に入ったら技術学会
にも入っていました．全員そうでした．
小笠原：技術学会の北海道支部が，技師会の学術部か
らスタートしているとは初めて知りました．
萩原：学術部は片隅に追いやられていて，例えば予算
では，9割を技師会で使ったら学術部に 1割というよ
うな時代でした．
小笠原：柴田先生はいかがでしたか？
柴田崇行先生(以下，柴田)：萩原先生と同じ経緯です．
結局，その歴史が技術面で北海道が遅れた原因の一つ
だろうと思います．今，萩原先生がおっしゃったよう
に，どちらかというと技師会の比重が重く，両会が一
緒にやっていても北海道部会は学術部という位置づけ
だったことも大きく影響していると思います．
黒蕨邦夫先生(以下，黒蕨)：ちなみに，当時の会員はど
のくらいいましたか？
柴田：私たちの記憶では 600 人から 800 人くらいだっ
たと思います．
萩原：北海道はこれだけ広い地域ですから，地方会が
15 ありました．その後 12，3 に合併縮小しましたが．
黒蕨：そういう意味では，活動が今より活発だったか
もしれませんね．
小笠原：現在，北海道支部は 1000 人を少し超えている

程度ですので，会員数としてはあまり変化がないですね．
柴田：今技師会は何名いますかね？
杉森博行先生(以下，杉森)：北海道放射線技師会はおよ
そ 1800 人です．
小笠原：北海道部会との関わり，特に先生方の研究発
表や役員になられたきっかけはいかがでしょうか．
萩原：技師会と技術学会が一緒だったので，技師会の
話から入っていかないと技術学会の話ができないです
よね．
当初，技師会の事務所は会長がいる病院に置かれて

いました．会員数が少ない頃はよかったのですが，所
帯が大きくなるとだんだんと病院に事務所を置けなく
なってきたんですね．そうすると，会長の所属する施
設ではなく独自の事務所を持たなければならないとい
う意見が出てきました．ちょうど私が企画担当の理事
を仰せつかっていた頃，事務所を持とうという話が進
みました．事務所設立委員会を立ち上げ，それに合わ
せて法人化委員会も立ち上がりました．更には，技師
会の法人化に合わせて，技師会と技術学会を分離しよ
うという話になりました．それぞれの委員長が選ば
れ，私が補佐を務めました．法人化と，技術学会と技
師会の分離は約 3～4 年で達成できました．事務所を
持つためにはお金がかかるので，お金を集めなければ
ならない．それが 6年くらいかかりました．
分離したときが勝浦秀雄先生の時代ですから昭和

58 年(1983 年)ですかね．そこから北海道部会が始ま
りました．そして技師会と技術学会を分離するという
ときに，会費をどのように分けるかも問題になりまし
た．最初，学術部は予算面では 1割くらいしか重きを
置かれていなかったのですが，学会にするためにはど
うしても費用がかかります．会費を技師会と技術学会
とでどのように分けるかいろいろ議論された末，技術
学会は年会費をとって研究発表などを行うから何とか
運営できるだろうということで，6：4に分けることが
決まりました．

263

Vol. 72 No. 3 Mar 2016

特別企画 会員インタビュー

～学会に貢献された人々～
元北海道部会部会長

萩原 康司 先生 柴田 崇行 先生
Interviewer：日本放射線技術学会編集副委員長・北海道支部支部長 小笠原克彦(北海道大学大学院)
Assistant ：日本放射線技術学会会員・北海道支部副支部長 黒蕨邦夫(北海道対がん協会札幌がん検診センター)

杉森博行(北海道大学病院)
収録日・場所：2015年 7月 21日(火) 北海道大学医学部保健学科にて収録



杉森：それは北海道だけの話ですか？
萩原：そうです，北海道だけでの話です．
小笠原：全国では技師会と技術学会が両方ありました
から．北海道では技師会の中の学術部で，独立したの
が 1983 年ですね．
萩原：そうです，北海道は特殊だったんですよ．
小笠原：初めて知りました．
柴田：このような歴史から，北海道は昭和 58 年までは
非常に技術学会に対しては遅れた考え方をしていたと
思います，内容的にも．
萩原：遅れていましたね．
柴田：それで勝浦先生が初代の部会長となられて，そ
れから萩原先生になられて．萩原先生になられた頃か
らまず真の学会の組織作りに着手してもらって，委員
会を立ち上げたり，査読制を取り入れたりいろいろな
ことをやりましたね．それまでは，まだ雑誌も発行し
ていなかったですし．
萩原：技師会雑誌の中に学会活動がちょっと入ってい
るだけでした．分離して新しく雑誌を出さなければな
らず，大変でした．
小笠原：私が放射線技師になったのは昭和 63 年(1988
年)なのですが，そのときには既に北海道部会の会報
と雑誌がありました．今のお話では，あの頃は発刊さ
れてそれほど経っていなかったんですね．
萩原：まもなくですよ．
柴田：技師会と技術学会を分離して，真の学会の姿で
ある技術雑誌を世に出すという形で，萩原先生は今の
形をまず作られました．
萩原：技師会主導で学術を行ってきたこともあり，学
術大会と発表はありましたが，表彰は何もなかったの
ですよ．柴田先生と 2人で考えて，次は表彰を作ろう
と進めました．学術賞・学術奨励賞･功労賞ですね．
北海道部会の学術賞をもらった方は 1人か 2人しかお
らず，それではおかしいということで問題の洗い出し
をして，5年から 7年くらいかけて対象者を掘り出し，
学術賞を贈りました．
黒蕨：それは過去の発表を参考にされたのでしょうか？
柴田：文献集を出して，そこからポイント加算して抜
き出して行いました．
小笠原：大変な作業ですよね．表彰は透明化が重要で
すし．手元の資料(日本放射線技術史第 2 巻)を見る
と，先生は昭和 63 年から平成元年にかけて全国での
表彰委員長をなさっていますね．
萩原：学会本部に北海道部会長として参りましたが，
いろいろと問題を抱えていることもわかりました．北
海道の表彰制度を見直した直後に学会本部の表彰委員

長になりました．北海道とは異なり制度上の問題があ
りました．表彰の中に学術賞がなかったのです．そこ
で表彰委員と名誉会員に手紙を出し，全員の賛同を得
て，学術賞創設を進めました．現在のようなポイント
制もなく，また大勢の対象者が存在したため 10 年近
くかかったのではないでしょうか．私の時代に表彰制
度を確立できたことを誇りに思っています．

2．研究活動とその背景
小笠原：記憶に残っている研究や技術学会の活動はい
かがでしょうか？ 特に先生方は技術学会の北海道部
会を立ち上げられた先生方でいらっしゃいますので，
研究等で印象に残っているところについて先生ご自身
の研究も含めて教えてください．萩原先生は，核医学
を長年されていましたね．
萩原：私は内分泌の専門の先生と昭和 48 年くらいか
ら甲状腺ホルモン，フリー(FT3，FT4)ホルモンの研
究を開始しました．全国で実施していたのは確か奈良
県立医科大学くらいと聞いています．この研究を始め
たのは，札幌市内の内分泌の先生や北大(北海道大学)
放射線科の先生方と年 4 回ほどの勉強会へ参加した
折，甲状腺の最終診断にフリーホルモンの測定が大切
との話があったのが契機でした．当時は発表文献も何
もない時代でしたので，海外で発表された文献から私
たちができそうなゲル沪過法，次いで平行透析法を行
いました．透析に時間がかかることから，限外沪過法
の研究を進めました．そのあと，RIA(radioimmuno-
assay)キットが開発されるにあたり，共同研究者の先
生に治験の依頼があり 5～7 年原法との比較実験した
のが，私としては印象に残っていますね．なぜ in
vitro かと申しますと，甲状腺疾患に造詣の深い先生
がおられたからですね．放射線部には検査に必要な器
具はありませんでしたので，手作りしたり検査科の不
用品をいただいたりしました．道具も多くなると置く
ところがなく，誰にも迷惑がかからない場所は解剖室
とか霊安室とかで，夜一人での実験は慣れるまで怖
かったのを憶えています．
小笠原：柴田先生はいかがですか？
柴田：私は北大の技師学校を 5 期生として卒業して，
斗南病院に入職したんです．斗南病院は昭和 36 年に
創立された病院でした．私は昭和 37 年に入職してい
ますから，ちょうど創立から 1 年後に勤務しました．
すべて北大の助教授，講師クラスの先生が来ていて，
非常に活発な病院でした．そのときの放射線科の先生
が非常に技師の立場を理解してくれている方で，確か
昭和 39 年に盛岡での学会のときだったのですが，そ
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のときにその先生のアドバイスをいただいて今ではも
う名前もわからないと思いますけど，キモグラフィと
いうものがありまして，ラスタを試作してそれを発表
しました．技師学校を卒業して 2年ですので，右も左
もわからないうちに盛岡へ行って発表していました．
われわれの時代には専門学校を卒業した人しかいない
ものですから，アドバイスをしてくれる，引っ張って
いってくれる，そういう指導者がそばにいるというこ
とはとても恵まれていたのではないのでしょうか．
萩原：そうですね，私の場合もちょうど，カナダに内
分泌の勉強に行った先生が帰ってきてうちの病院に勤
めて，その先生と共同研究しました．
杉森：先生方が部会長をされていたときに印象深かっ
た研究はありますか？
萩原：私が今でも覚えているのは，初めて北海道の会
員が瀬木賞を受賞されたことでしょうか．その論文を
見て，北海道にもこういう人がいるんだと，一番印象
に残っていますね．最近では北海道から瀬木賞を受賞
される方がいらっしゃり，すばらしいなと思います．
小笠原：柴田先生いかがですか？
柴田：私は特定のものはないのですが，萩原先生と部
会を担っていて，研究して発表できる，そして論文に
するというような，全国に出て行く，あるいは全国に
出て行くような方向性をつけたような気がします．
小笠原：今私たちも全国に出て行ってほしいという思
いに加え，国際的に活躍していけるように国際化を進
めているところです．

3．北海道部会の部会長として
小笠原：先生方がご自身の研究をなさる中で，こだ
わってきたことはありますか？ または部会長として
こだわられてきたことは？
萩原：研究発表だけではなく，論文化することですか
ね．最初はなかなか文章にするのが難しく感じまし
た．また部会長として一人でも多くの方に，発表の機
会を設けることでした．
小笠原：柴田先生いかがでしょうか？
柴田：先ほど述べたような雰囲気でやっていましたか
ら，なかなか大変でした．技術学会の役員として分離
作業を経験して，初めて学術活動に目覚めるという感
じでした．まず，会員の育成という意味で，発表され
た方や活字にされた方が自分の財産として残せるよう
に，また少し格を上げるために学術審査委員会などを
作ってレフリー制を作ったり，論文のお手伝い，例え
ばこう手直しをしたらいいというようなアドバイスな
どをしていました．

小笠原：北海道支部の北海道技術雑誌ですが，現在，
査読は全国と重複するので全国に一本化して，北海道
では底上げをしようと進めているところです．
柴田：論文一つにしても結局，英文のサマリをつける
などまずは質の向上を進めていた時代でしたね．
黒蕨：当時，前部会長の坂田元道先生が編集委員長で
したね．
柴田：坂田先生から非常にすばらしいご意見をいただ
きましたし，技術雑誌に関しては非常に傾注されてい
ました．
萩原：私たちがやっている当時は，三大学(北大，札幌
医科大学，旭川医科大学)でも発表が偏っていました．
今みたいに三大学が論文や発表を競っている時代では
なかったですね．北大が 1 題であれば札幌医大が 3
題，旭川医大が何年かに 1題というぐあいで，市中の
病院の発表が多かった時代でした．不思議な時代でした．
柴田：北海道の場合，大学で技師を集めて勉強会とか
そういう組織立ったものがなかったと思います．われ
われがやっていたときはよく西高東低といわれていま
した．歴史を見ていくと，西の方は大学で技師中心に
核となる先生がいて(勉強会を)どんどんやっていまし
たが，東京以北はそういうスタイルはありませんでし
た．北海道では，昔の話で恐縮ですが，島津製作所に
いらした藤本先生が北海道帝国大学に招かれて，昭和
13 年から 20 年まで北大の講師として勤務されていた
んですよ．その頃はまだ免許制がないですから，先生
はレントゲン技術者を育てようということで，北大の
中央レントゲンの技師さんと，泌尿器科や婦人科の技
師さんを集めて週に 2 回勉強会をやっていたそうで
す．必ずそのときには宿題を出して，宿題が解けるま
で藤本先生は構えて待っていたとのことです．
昭和 19 年に放射線技術学会雑誌の第 1 巻が出るの

ですが，それは全部で論文が 11 編掲載されていまし
て，そのうち 6編が北海道からのものなんですよ．何
を言いたいのかといいますと，やはり指導していただ
く先生がいると，何か新しい知識や研究する意欲が出
て，いい循環に入って，論文ができるのだろうと．亡
くなられましたが，中間光雄先生がよく「お前たち，
何をやっているんだ，第 1巻をみてごらん，半分以上
は北海道だよ」といわれていました．やはりそれは藤
本先生が核となって教育をされた賜物だと思うので
す．そういう意味では西高東低ということに触れまし
たけれども，東の方は組織立って研究する組織がな
かった．だから北海道の場合は大学よりも民間の発表
が多かったと思うのです．
小笠原：過去の雑誌は第 3 巻までは調べられました
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が，そこまで古いものは調べきれずに，北海道の大先
輩たちの活躍は知りませんでした．これは支部として
リバイバルしたいなと考えております．
柴田：昔，本部の方が来賓として北海道に来られた際
に会員の発表を聞いていて「もったいない」とよくい
われていました．「ちょっと手を加えるか，追試をす
るかして出してくれたら十分に全国で通じますよ」と
何回もいわれました．それで私の時代に論文投稿推進
委員会というのを作って，できることなら北海道でな
くて本部に投稿してくださいと勧めました．
杉森：先生方がされていたことを私たちも引き継いで
いますが，全国で発表される割合を増やしたいですね．
柴田：やはり大学などの教育機関の人たちが育ててい
ただければ，まだまだ伸びていくだろうなと思いま
す．結局，研究して発表するのにどうやって着手した
らいいのだろう，どうやって論文を書いたらいいのだ
ろう，こんなことをしたら笑われるのではないのだろ
うか，そういうことで二の足を踏むことが多いんですよ．
萩原：そういう時代でしたね．私たちの時代はね．
黒蕨：そういう意味では今北海道支部では若い人たち
が頑張って論文を書くようになりました．
柴田：すばらしい．萩原先生と話していたのですが，
われわれの思っていたことがだんだん実現されています．
小笠原：診療放射線技師教育が 2 年制，3 年制と変化
し今は 4年制が普通になり，現在は大学院までできま
した．北大では 3分の 1が修士課程に進学する時代に
なりました．今後，放射線技師の数十パーセントは博
士号をとる時代にしていかなければいけないと考えて
います．
柴田：それは本当にうれしいですね．

4．北海道支部での研究推進と読影の補助
小笠原：放射線技術学会北海道支部の組織の原動力は
何だとお思いですか？
萩原：今思いますと，内科の先生たちと勉強会を院内
でやっていました．これから伸びていくには医師の先
生たちと一緒にやらなければいけないのかもしれません．
柴田：博士号をとるような方が，核となっていただけ
ればと思います．博士号をとった技師がたくさんいれ
ば，放射線技術学会北海道支部はこれから伸びるだろ
うなと思います．
小笠原：今北海道支部では博士号をとった技師が 20
名ほど誕生しています．
柴田：心強いですね．会員組織の中に博士号を持って
いる方がたくさん出てくると，ほかの学会や医学会に
しても，技術学会から出てきた論文の見方が変わって

くると思うんですよ．
萩原：発表していて今まで失敗したということが一つ
あります．それは，技術学会に発表するのと核医学会
に発表するのとレベルが違うなと個人的に思っていた
んですよ．まずは，核医学会に論文投稿するという，
変な所におごりがあったんですね．今考えてみると，
自分たちの学会である技術学会に投稿しておけばよ
かったと思います．あのときには思いませんでした
が，今思いますと，一番失敗しましたね．
小笠原：大先輩の先生方もお悩みになられたのです
ね．今でも多くの会員が技術学会誌に投稿するか
RPT(Radiological Physics and Technology)誌に投稿
するか，はたまたほかの学術雑誌に投稿するか悩んで
いるのではないかと思います．
杉森：先生方が研究する，または部会長として活躍す
る中での「モチベーション」は何だったのでしょうか？
萩原：私たちの時代は，全国で発表してもらうことを
第一に考えて，北海道部会での発表を少し手直しして
ほしいと伝えても，なかなか乗ってくれませんでした
ね．全国で発表しなくても技術学会雑誌に投稿すれば
よいのですが，技術学会雑誌を見ていると，北海道か
らの投稿が多い時期がありましたが，最近は少なく
なった印象があります．少し残念です．
小笠原：北海道は中央から遠いので，学会発表よりも
そのエネルギーを論文作成にかければいいなと思いま
すね．さて，過去の歴史から現状までいろいろと話を
伺ってきたところですが，これからの会員，若手・中
堅・ベテランに望むことなどいかがでしょうか．
萩原：まず，第一に学生には修士課程・博士課程に進
んでほしいですね．それから，卒業後にはいろいろな
分野で活躍してほしい，放射線技師以外にもですね．
学問に関しては 1編でも多く論文を書いてほしいと思
います．修士課程，博士課程を出た人は，論文を書く
のはお手の物と思いますから，その人たちが多くなっ
たときは，論文ももっともっと増えるのではないで
しょうか．
小笠原：柴田先生いかがですか？
柴田：若手というか技師になって間もない方には，研
究熱心な先輩にめぐりあってほしいですよね．心に刺
激を受けることが若い頃は大切ではないでしょうか．
そして，仕事をしながら「自分は将来こういう分野を
研究したい」ということを獲得してほしいと思いま
す．臨床の現場は，ぐるぐるとローテーションで行っ
ていますので，これからは大病院ではある程度の固定
化をして，研究を深めてほしいなとも思います．ロー
テーションをしていると，そこにいて 100 の能力が
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あっても，次に違うモダリティの担当にローテーショ
ンして，何年か後にまた元のモダリティの担当になっ
たときに能力は 120 になっているのではなく 80 くら
いになっていると思います．その間にモダリティの進
歩がありますから，大病院に勤務している場合にはあ
る程度の専門性を身に付けてほしいと思います．
若い会員は自分のライフワークとしてこういう分野

を極めたいなというエネルギーがほしいですね．中堅
は同じような領域で研究をしている人たちとグループ
を作ることが大切ではないかと思っています．ベテラ
ンの人は，若い人たちのよき指導者になってほしい．
医師と技師とメーカ問わず，一つのテーマで話し合え
る場というのは大切かなと思います．同じ土俵のうえ
で議論しないと放射線技術学の発展はないと思います．
最近医療被ばくの問題について，若干関心が薄れて

きたのではないのかと思うのですよ．放射線を扱う職
業である以上は，最低の放射線量でよい画像情報を抽
出するのがわれわれの責務だと思います．被ばくを無
視して画質・画像に走ることはどうかな，と思います．
これからの会員に望むことですが，昔のフィルム・

スクリーン系の時代は写真学的なよい写真を求めてき
たわけですよね．われわれの国家試験のときの「よい
写真を撮るときの条件」というのは左右対称であるこ
ととか，よい黒化度を持っていることとか，よい鮮鋭
度を持っていることとか，それはもう写真学的なこと
ですよね．そこには医療の場で使う言葉が一つも入っ
ていなかったんですよ．CT(computed tomography)
の出現からディジタル化がどんどん進んできましたか
ら，画像をトライアングルで捉えたときに，下が解剖
学的画像，斜辺が生化学的画像，他方の斜辺は生理学
的画像というような目で捉えていったらどうかなと考
えています．画像は撮る時代からもう今は作る時代に
なっていますので，その技師の能力によって画像が変
わっていきます．患者さんのためにそのトライアング
ルを極めていってほしいですね．
ディジタルだから，誰が撮影しても同じ画像となる

時代ではないと思うのです．ディジタルだからこそ読
影もわからなければいいものができないですし，せっ
かく描出されたものも飛ばしてしまっているものもあ
ると思います．技師法にも「読影の補助」という文言
が入りましたので，学会でも対応してほしいと思いま
す．技術学会としてよいものを提供する，安全なもの
を提供するための学問が目的だと思うので，読影のほ
うにも力を入れてほしいなと．昔ならフィルム・スク
リーン系であれば画像ができてしまったら，それ以降
は何もできなかったのですが．

笑い話になりますが，CT や CR(computed radiog-
raphy)が出てきたときに，電圧電流は考えなくてもい
いし，技師の仕事は何だ，といわれていました．
萩原：誰でもできるから，技師でなくてもよいのでは
ないかとね．非常勤講師で講義していたときに，「診
断を教えても学生はわからないよ」といわれたことが
あって，そのとき診断を教えるのをやめてしまったの
ですよ．今になると，技師として最低限の診断を教え
ておけばよかったと思います．基礎的な診断のため
X 線写真を集めましたが，あれは今どこにあるので
しょうか？
柴田：読影はディジタル化されてから，なおその必要
性が感じられました．画像をいじられるのはいい面と
逆に危険な面もあります，読影をわかっていて画像を
作らないと危ないですね．技術学会では読影の面も進
んでいますか？
小笠原：北海道支部では解剖などを中心にセミナをし
ていました．読影に関してもしっかりと研究につなが
るような環境を作っていきたいです．
柴田：せっかくのディジタルですから，見えないとこ
ろ，隠れているところがあるかもしれない．それを見
抜くための読影の力をどんどん上げていってほしいな
と思います．将来は放射線科に行く前に，画像を見て
当たる・当たらないということではなく，技師がコメ
ントを書き，放射線科の先生にまで流れるような形が
いいのではないかと思います．
小笠原：技師の読影という観点からいくと，私も昔，上
部消化管検査を担当しているときですが，患者さんが
飲みにくそうにしているとか，どのくらい飲んだかと
か，ゲップの回数とか，そういう検査時の情報も含め
て技師に求められていると感じていました．上がって
きた写真しか読まない医師にとっては，全然ない情報
ですよね．その隠れたというか撮影時の情報をどう入
れてあげるかが必要だと思っていた記憶があります．
柴田：まさにそのとおりだと思います．静止画像を医
師が見るわけですが，所詮動いている像は技師しか見
ていないんですよね．動いているもので何か感じたも
のを所見として出すだけでも読影の補助になるのでは
ないかと思います．

5．技術学会と北海道支部の将来に向けて
小笠原：技術学会への将来への要望を改めてお伺いで
きますか？
萩原：技術学会に関しては，博士号を持っている人が
たくさん入ってきており，レベルの高い学会になって
きているように思います．今後ますます博士号取得者
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が増えてくるだろうと思います．そういう意味では今
後の技術学会を安心して見守ることができ，楽しみに
しています．ノーベル賞ではないのですが，放射線技
師の資格を持ちながら研究を推進していただける方が
多数出てくることを希望しております．
小笠原：2014 年に第 42 回秋季大会の大会長を務めさ
せていただいたのですが，特別講演はノーベル化学賞
の鈴木 章先生でした．ぜひ放射線技師からノーベル
賞を，と思っています．柴田先生はいかがですか．
柴田：技術学会はわれわれが携わっていたときと比べ
て，大きく進歩発展したと思います．日頃の感謝と敬
意を表するところであります．技術学会の論文が博士
号を取得するときの代表論文となってほしいなと思っ
ています．また，英文誌の発行によって更なるイン
ターナショナル化をしてほしいと思います．英文誌に
は，日本人だけではなく，外国からも投稿されること
も望んでいます．会員も修士号・博士号を取得した人
が今後も増えていくと思いますので，技術学会の発展
を大いに期待しています．
学会名称のことですが，「放射線」と付いています

が，例えばMRI(magnetic resonance imaging)とかエ
コーとかも入ってきて，これから「放射線」という言
葉を残していくと足かせになるのでしょうか．今問題
にはなっていないのでしょうか．
小笠原：先生がおっしゃるとおり，似たような領域の
学会がいくつもありますので，技術学会が技術学会で
あるためには，何をしなければならないか考えていか

なければならないと思います．核医学・放射線治療・
MRI と関連学会が頑張っているので，最後に残るのは
CTと一般撮影だけじゃないかという話になるといけ
ないなと思います．国際的な流れとして，海外では放
射線技師が強いところがあまりないこともあり，ra-
diographer と medical physicist が二分していますか
ら，両方をカバーしている放射線技術学会が医学物理
の領域にどんどん入っていかなければと思います．
萩原：放射線技術学も医学物理分野へ拡大すべきで
しょうね．
それからもう一つ重要なこととして，女性の更なる

活躍が期待されます．海外では女性が多いですね．私
が外国の視察に行ったときは，スウェーデンやイギリ
ス，ドイツではほとんど女性の radiographer でした．
最近，日本でも女性技師が多くなりましたが，まだま
だ男性社会です．
柴田：昔，撮影法で女性のクラーク氏(Clarkʼs posi-
tioning in radiography: K.C.Clark)が書いた書籍を参考
にした時代がありましたよね．私はベルギーの国際学
会に行ったのですが，そのときに病院見学をしたら女
性の radiographer が自分の手を透視してみせて，「ほ
らすごいだろ」とやっているのが記憶に残っていますね．
萩原：国際核医学会の第 1回目が日本であり，日本語
での発表も OK でした．私は当時甲状腺フリーホル
モンの原法を一部修正した実験をしており，論文もあ
りましたので発表をしたいと思いましたが，仕事の関
係で参加できませんでした．参加していれば，技師の
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他分野への進出の一つでしたね．
柴田：ひとつ私の経験からいいですか．昭和 37 年に
北大の技師学校を卒業しまして，そのまま就職しまし
た．そのときの仕事ですが，訳もわからず指示されて
写真を撮る．下手をしたら内容もわからないで撮り直
し．この職業で本当にいいのかなと思ったことがあり
ました．患者さんを相手にして，医療の中で働いてい
るのですが，どうもやっていることが写真屋さんなん
ですよ．そのギャップを感じていました．そのとき，
「これは早く大学を出て何とかしなければ」と思いま
した．札幌には理系の夜間大学がなかったので，北海学
園大学の夜間で経済学部を出ました．本当に理系の夜

間大学があればまだまだ行く技師が多かったでしょうね．
黒蕨：もしかすると，先生のそういうお気持ちが学会
を何とかしなければならないという原動力なのではな
いでしょうか．ぜひこれからの若者に伝えていかなけ
ればならないと思いました．
柴田：どんな職種でも，どこかでの苦労がきっかけと
なっていいものができてくるのでしょうね．そして過
去を知らない若い人が，更に発展させるのですね．
小笠原：まだまだお話しがつきないのですが，そろそ
ろお時間となりました．初めて伺うお話が多く，とても
勉強になりました．本日はありがとうございました．
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萩原康司先生 ご略歴

昭和 33年 3月 北海道大学医学部附属診療エックス線技師学校卒業．美唄労災病院，平取町立国保病院を経て，昭和 43年 7月 北海
道社会保険中央病院就職，昭和 62年 同病院技師長就任，平成 10年 同病院定年退職．昭和 58年から 60年まで北海道部会副部会
長，昭和 60年から平成 3年まで北海道部会部会長，昭和 60年から平成 3年まで日本放射線技術学会理事，平成 6年から 8年まで監
事．平成元年 第 17回秋季学術大会大会長．平成 9年 日本放射線技術学会功労賞，平成 23年 日本放射線技術学会永年功労賞，平成
16年 北海道社会貢献賞，平成 26年 旭日双光章．

柴田崇行先生 ご略歴

昭和 37年 3月 北海道大学医学部附属診療エックス線技師学校卒業，昭和 41年 3月 北海学園大学経済学部経済学科二部卒業．昭和
37年 4月 国家公務員共済組合連合会斗南病院就職，平成 3年 同病院技師長就任，平成 13年 3月 同病院定年退職．昭和 61年から
平成 3年まで日本放射線技術学会北海道部会副部会長，平成 3年から平成 9年まで北海道部会部会長．平成 3年から平成 8年まで
日本放射線技術学会理事．平成 21年 北海道社会貢献賞．


