
はじめに
細貝良行編集委員(以下，細貝)：今回の会員インタ
ビューは，東北大学病院放射線部前技師長でおられま
した有馬宏寧(ひろやす)先生にお願いすることといた
しました．有馬先生のご自宅でのインタビューとなっ
ておりますが，現在と当時の様子を伺いながら，今後
の放射線技師の役割や臨床研究への考え方などを再考
するきっかけなどが得られればなどと思っておりま
す．有馬先生，本日はお忙しい中，時間を作っていた
だき大変ありがたく思っております．いろいろお話し
を伺いたいと思っておりますので，よろしくお願いい
たします．
有馬宏寧先生(以下，有馬)：こちらこそお忙しい中わざ
わざ自宅まで来ていただきありがとうございます．ど
こまで思い出せるかわかりませんが，よろしくお願い
いたします．
細貝：では早速ですが，とりあえず近況からお話しい
ただければと思っております．
有馬：最近は以前からはまっている趣味を中心とした
生活をしており，その他は昔の同僚と飲みに行ったり
してのんびりと過ごしています．
趣味ですが，まずは「こけし集め」．こけしを集めす

ぎて，2 階が傾いてしまうくらい集めました．2 階の
窓が開かなくなって大工に相談してみたらこけしの重
さが原因でした(笑)．次に「万年青(おもと)栽培」．
中にはとても高価なものもありまして，保険をかける
ようなものもあります．徳川家康が主従関係の証とし
て，部下に送ったという歴史がありますが，大きさや
形状も皆違っていて，同じものは絶対できないです
し，育てるのがとても奥深くて面白いです．それから
「鍔(つば)集め」．先代から受け継いできたもので，刀
は 6振りほど持っています．骨董品の店を回って，鍔
を集めるのが好きです．時代によって模様がさまざま
でとても興味深いです．そして「釣り」．船にすぐに
酔ってしまうのであまり沖の方まで行きませんが，昔

の同僚の方を誘って行ったりしています．渓流釣りに
も行きます．釣った魚は焼いて食べたり，干して食べ
たりしています．このように，広く深く趣味を楽しん
でおります(笑)．

1．大学病院時代の主な活動
細貝：大学病院に勤務なさっていた当時を振り返っ
て，最も力を入れた研究や活動は何ですか？
有馬：一番力を入れたのは人手のない中，仕事の効率
化を図るための装置の改良です．これは前の技師長で
ある遠藤久勝先生から受け継いだ考えでもあります．
研究をするには必ずお金が必要になります．そこ

で，ほかの病院を見学して設備等を確認し，必要な物
を考えます．その設備のために，大学で予算を下すこ
とは非常に難しいので，そのためにいろいろな工夫を
しました．
当時は設備があまり揃わず，ミクロホトメータなど

は医療短大(東北大学医療技術短期大学部)から借りて
いるような状況でした．当時としてはかなり高額な製
品でしたので，どのようにして購入するかを工夫する
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必要があります．ですから，事務の人に現場へ来ても
らい，一生懸命やっている僕たちの姿を見て「そこま
で大変であれば予算化しましょう」といってもらえる
よう策を練りました．東北大学本部の知り合いの事務
員の方にも仕事内容を伝えて，予算化の交渉をしてい
ました．そのようにして得られた予算を皆の研究のた
めに使えるようにしていました．とにかく研究をした
い技師の人たちのために，お金集めをするのが技師長
の役目だったと思います．
細貝：当時も今も研究を行うためにはお金が必要なの
が現実ですね．今でも大学での教授の仕事はお金集め
ですし，技師長も同様なのですね(笑)．特に大学病院
のように職員がたくさんいるような職場では，予算も
人数に応じて必要となってしまいますので，予算の確
保もとても大変だったのではないかと思います．学会
などでも演題が通ったので参加するのは当たり前，更
に職場からの旅費の供与は当たり前の風潮があります
が，その当たり前の状況を作るのが，今も昔も大変な
ところなのだと思います．
有馬：先ほど述べたように，研究において一番力を入
れたのは人手のない中，作業効率を図るための装置改
良です．
当時，撮影室に市販品のフィルムチェンジャがあり

ましたが，やはり改良の余地があるものだったので，
そのままでは作業効率が上がりません．ほかの市内の
いろいろな病院を見て歩いて，作業効率について勉強
しましたが，ストックしたフィルムを持って，暗室に
行くのでは効率が悪いと考えました．そこで暗室に行
かなくても現像が可能なシステムの構築を行うことと
しました．そこで，フィルムチェンジャの構造を工夫
し，自現機(自動現像機)が設置してある場所まで自動
的にフィルムを移動させ，蛇腹式でフィルムを上から
木の葉落としの要領で落として，収納部分に入れるよ
うな仕組みを作りました．これらを組み合わせて，胸
部撮影用システムを自現機直結になるように作り上げ
ました．ところが，自現機とフィルムチェンジャの電
源電圧が違うため，漏電が発生するようになりました
(笑)．微弱なマイクロレベルの電圧でも，当時の外部
にぶら下げるような仕組みのペースメーカをつけてい
るような患者には影響があります．それを防ぐには，
どういう接続を行いどのようなシステムを使用して電
源を供給するかなど，その場その場で問題に直面しな
がら少しずつ工夫して対策していきました．また，自
現機の排ガスの問題もありました．喘息の患者さんに
は当然排ガスは禁忌です．これらを踏まえて半年間以
上，共通テーマとして研究を重ねて組み上げたのが，

当時開発した自現機直結型撮影装置でした．これも胸
部撮影だけでたくさんのフィルムを連続して処理する
のには適していますが，途中で骨撮影したフィルムを
1枚追加しようとすると，処理が終わるまで待つ必要
があり，効率が悪くなってしまいます．そこで，割り
込み方式のシステムを作り上げました．当時，東北大
学病院の外来棟にあったのがそれです．
その後に関わることになったのが，手術場での動画

撮影です．当時は今と違って動画を撮影できるような
フィルムシステムはなく，やろうとすればシネ撮影に
なってしまいます．シネ撮影は血管撮影装置で可能と
なりますが，そこまでのシステムの必要はなく，そも
そも手術場に血管撮影装置を設置することはできませ
んでしたので，外科用イメージを使用し，必要であれ
ばポータブル撮影装置を使用して静止画を取得してい
ました．この場合でも現像するたびに手術場から自現
機のある場所までフィルムを持っていって現像して，
現像終了後に手術場に持ち帰って確認するという非常
に効率が悪い業務を行っていました．更に，得られる
写真は静止画 1枚です．これの効率化を図るために，
手術場に別室を作り，自現機を設置しました．また，
ビデオグラフィのシステムを医療短大の片倉 剛先生
と一緒に作り上げました．X 線装置を手術場の天井
に天吊り方式で設置し，ビデオグラフィを利用して，
動画をどのようにしたらフィルムに落とせるか，何枚
ストアして，何秒の間に処理したものを次に送ったら
動画に見えるかということの研究をやりました．
細貝：動画に関しては，今はディジタルで当たり前に
確認できていますが，パソコン利用もままならない当
時にアナログのシステムで動画作成を行った先生方の
ご苦労は大変なものであったかと思います．今の学生
たちは当たり前だと思っていることではありますが…．
有馬：ビデオグラフィに関してはとても有用に思えた
ので，ほかの企業と共同で開発を行うことを考えまし
た．しかしながら，有名な企業に交渉してもその当時
は大抵の大企業はディジタルラジオグラフィをやって
いたので，どこも見向きもしてくれませんでした．で
も，たまたま久留米のNHKの技術者の方にその当時
の 12 時の時報を開発した人がいて，その方に開発の
お手伝いをお願いしました．当時 1秒間に 5枚ストア
することができれば動画として再生できそうだという
ことがわかっていましたが，そのシステムができあ
がったのは，たまたま知り合うことができたNHKの
技術者の方のおかげです．そこで完成させたシステム
を手術場に導入し検討したところ，技師が呼ばれる回
数が激減しました．手術場では注射器に付けた 22
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mmゲージの角度の先が見えればいいということで，
ビデオグラフィで撮影したフィルムを同じ部屋に設置
している自現機で現像し，22 mm ゲージの針先をそ
の場で確認できるようになりました．技師の仕事は自
現機の電源を入れることだけとなり，何度も往復する
必要がなくなったのは仕事の効率化の賜(たまもの)と
考えています．私が辞めた後は，もう 1台別室に設置
することを頼まれましたので，よほど評判がよかった
ものと考えています．
細貝：当時は回転横断(撮影)の研究もされていたと聞
きましたが？
有馬：昭和 43 年頃に，星野文彦部長が宿題報告をもっ
ていまして，怒濤のごとく研究が始まりました．その
とき初めてできた研究科が 3科ありましたが，一つが
治療，二つめが診断，そして三つめが診断や治療を補
助する目的の科として機械的なものから電気的なもの
まで製作などを行うための部署で，そこに片倉先生が
いらっしゃいました．そこで遠藤先生や片倉先生らが
主体となって研究していたものがカテーテルです．遠
藤先生は血管撮影において X 線シネ撮影の東北大学
方式テレビ管球を手掛けた先生です．私が行った頃は
シネではなく，連続撮影をするための 35 mm 連続
ロールフィルム撮影を行っており，私はテレビの担当
になりました．当時の X 線テレビは造影特殊撮影に
位置しており，結果として拡大撮影も回転横断もやり
ました．
細貝：今は横断像というと X 線 CT(computed to-
mography)が当たり前の時代ですが，(当時は)X線透
視とか撮影とかで横断像を作ろうとしていた時代で，
コンピュータを使わずにフレームバッファを使って作
成していたという話を聞いたことがあります．片倉先
生は被写体として自分が椅子に座ってファントム代わ
りになって画像を作っていたようです．とてもおおら
かな時代で，その場で疑問や問題点を解決しながらい
ろいろ製作していくというのは，とてもやりがいがあ
りそうだしとても楽しそうです(笑)．
有馬：当時，堀田先生と遠藤先生が切磋琢磨していま
して，東北大学病院でも，昭和 40 年あたりからがシネ
撮影をやろうということになりました．そこで研究し
ていたのがシネパルス装置です．撮影装置にスイッチ
が付いていて，それを利用してパルス状に X 線を出
すものです．それまでは透視は常に X 線が照射され
ている状態で，その状態を映写機でとっていました．
しかし，被ばくの問題などもあり，透視でのX線が照
射されたままでは患者も術者も問題であるということ
でシネパルス装置，すなわち簡潔ばく射ができるよう

になりました．全長 25 m のフィルムが 3 分で終わっ
てしまい，そのたびに現像することになりますが，
ロールフィルムなので自現機での現像ではなくタンク
現像で大変だったのを覚えております．また，当時は
35 mm シネフィルムを映写するための設備がなかっ
たので，現像して完成したものを近くの映画館に持っ
て行って，映画館終了後に無理矢理再生してもらいま
した．手間の割にはあっという間に終わってしまうの
ですが，担当科の先生と一緒に見せてもらったのを覚
えております．そのあとはシネパルス装置の 2代目も
導入されることになりました．

2．巨大組織でのリーダシップ
細貝：大学病院という巨大な病院でリーダシップをと
るうえで，意識していたことはなんですか？
有馬：人の輪です．技師長であろうと，飲み会では皆
同じです．襟を外し，バカなことも皆と一緒にやりま
す．そこでは上下はありません．ただ，お金は私が払
います(笑)．当時は皆で集まる機会を作って気軽に話
せる場をたくさん持つようにしました．
しかし，和を作ることは口でいうのは簡単ですが，

実際には難しい場合が多いです．どのような立場で
あっても自分に反対する人は必ずいます．一般社会に
おいても，何かを実行しようとした場合に反対する人
は必ずいますので，自分の職場だけでの問題ではなく
世間一般的な考え方として，この点は常に意識してお
りました．また，後輩に立場を譲るときにも苦労しな
いようにそのことは助言したつもりです．というの
も，自分が技師長になったとき，部署ごとに人員を割
り振る際に，全員ローテーションを実施し，特定の部
署に長くいるような状況を避けるようにシフトを組み
ました．大学病院としての特性上，特定の分野におけ
るエキスパートの育成も必要なのは重々理解しており
ましたが，エキスパートになれる人は別の部署で業務
を行っていても，要領よくなっていくことができます
ので，その点はあまり気にしておりませんでした．当
然それに対する反対も部内でありましたが，ある程度
時間が経つにつれてその制度も馴染んでいきました．
別に核医学にいるからCTに関する学会発表はできな
い訳ではなく，要は本人のやる気次第ということにな
ります．
これに関しては，例えば同じ部署で 20 年も技師と

して業務を行っていると，技術的な技量はないのに気
が偉くなってしまうことがあります．そのような状況
は，本人にとっても同僚にとってもいい影響は与えま
せんので，人間的に社会人として刺激を与えるために
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ローテーション方式にしました．正しいかどうかの判
断はそれぞれあると思いますが，リーダシップに則っ
て，確固たる決意を持って実施しました．当時でも，
専門分野に長けた先生方がおりましたが，専門分野の
技量ではなく，あえて人間性を考慮して業務を遂行す
る方を選択しました．技術的あるいは学術的な技量の
追求をさせてしまうことで横割りの関係を尊重できな
くなってしまうことを防ぎたかったのです．

3．放射線技師の地位向上で重要なもの
細貝：昨今，放射線技師の地位向上の必要性が課題と
なっていますが，重要なことは何ですか？
有馬：放射線技師でも 4 年制大学を出るようになっ
て，せっかく高学歴になったのでいろいろ考えもある
と思いますが，この際，資格や業績でライセンスを分
けてランク付けした方がよいのではないかと考えま
す．これに関してもいろいろ意見があることかと思い
ます．自分としても人に階級をつけるのは好きではあ
りませんが，いずれこの業界では，4 年制大学卒が当
たり前になります．当時事務方にも何度も掛け合った
ことがあるのですが，4年制大学で 1年多く学んだ学
士の放射線技師であってもその差は待遇にあまり関係
がないと考えられていました．放射線技師として採用
している以上は一様に放射線技師であると．しかし，
同じように働いていても持っている資格やキャリアが
異なることがあるのは一般社会でも同じです．一般社
会においても資格やキャリアによって給与や待遇が異
なる場合がありますので，技師の中でもある程度の身
分の割り振りがあればよいのではないかと考えます．
私は 2年制の専門学校卒だけれども，短大や大学卒に
対する差は出てくると思っていました．技術はある程
度年齢を重ねると一定になります．これは前にもいっ
たようにローテーションを実施しても大きな差は生じ
ません．本人のやる気次第です．そこで，人にやる気
を起こさせて放射線技術の向上を図るものとして，資
格や学士というのは起爆剤になると考えています．技
術的な知識を身に付けたうえで，学位を取るために学
問的な知識を加える，あるいは，学問的知識を身に付
けたうえで，技術的な知識を磨く，そのどちらでも構
わないのですが，切磋琢磨させるように促すものとし
てそれらを参考にできると考えます．
また，技師をほかの病院に異動させるときに，自施

設の主任などの役職だけでは相手側の病院を説得する
のが難しいときがあります．また異動させるときに
は，技師の給料を上げるように説得します．その技師
の評価の指針として，学士や積み重ねたキャリアは非

常に有用だと思います．
細貝：人を評価する立場になって初めてわかることで
すよね．
有馬：私は割愛人事を尊重しました．外へ出す技師の
人生の道を保証するために，断固として曲げませんで
した．
細貝：今の社会情勢を考えると難しいかもしれませ
んね．
有馬：これは経済の状況にも影響されてしまいがちで
すが，人の評価は経済状況に左右されてはいけないと
思っていましたので，割愛人事ということを推し進め
ていました．人事という意味では，4 年制大学になっ
て，博士号もとれるようになった今，放射線技師とし
ての立場だけでいいのかという疑問もあります．つま
り，今の東北大学病院の梁川 功技師長は技術部長を
兼務しておりますが，そのような技術部長といった更
に上を統括する立場を目指してほしいと思います．病
院によって違うと思いますが，部長制度の中で，診療
放射線技師としての立場だけではなく，他職種も取り
込んだうえでの診療技術部門の立場の向上を目指して
いただきたいと思っています．

4．学会発展のために必要なこと
細貝：2016 年の総会学術大会から発表スライドがすべ
て英語となり，国際化が進んでおりますが，技術学会
の更なる発展のために必要なことは何でしょうか？
有馬：私が技術学会にいた頃にも，論文の英文化とい
う議題はありました．また，技術学会雑誌の月刊化も
進められていました．技術学会の組織をどうするかと
いう組織委員会に所属していましたが，部会を一つの
支部にしようという考えで，東北地方と新潟の 7県で
1 支部になっていると思いますが，支部化の推進を
行ってそれに関しましてはよかったと思います．今の
国際語は英語ですが，アジアにおける技術交流の中で
は，日本の機関誌を中国語や韓国語などで発行すると
いうことで，日本の技術を発信していくのもよいかと
思います．横並びに英語を国際語とせず，もっと広く
日本の知識を認知してもらううえでもぜひ，視野に入
れてください．当時，中国の技師向けに論文や投稿記
事を書いてほしいとお願いされてチームを作ったこと
があり，その中でフィルム法の評価法などを記述した
ことがあります．確かに国際的には英語ですが，アジ
アの地域向けにその言語で発行するのもよいかと思い
ます．
細貝：今の技師会の日韓合同大会のように他国と共同
で学会の開催を行うのもよいのかもしれませんね．
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有馬：もう一つは，4年制大学が当たり前になって，医
学部内に保健学科が設立されて，その中には検査も放
射線も看護も含まれていますが，基本的に放射線技術
学会内には壁などありませんから，放射線に関係して
いるほかの分野の方々にも論文の投稿をお願いしてみ
たらいいのではないでしょうか．例えば，患者さんと
のコミュニケーションの取り方など，私たち放射線技
師よりも看護師の方などはたくさんの知識と技術を
持っておられるわけですから．
細貝：今は，チーム医療といって分野の垣根を取り
払って，知識や技術を共有するような授業が組み込ま
れています．
有馬：その中で，放射線チーム医療や急患体制のチー
ム医療の講座を設けてみるのはいかがでしょうか．現
在ではMRI(magnetic resonance imaging)の撮影を実
施している検査技師の方たちもいると思います．ま
た，CT検査室や核医学検査室などには介助を行って
いる看護師の方々もたくさんいると思います．その方
たちのように放射線技師の業務に携わっている方たち
にも，間口をより大きく広げることで積極的に技術学
会に参加してもらうこともよいと思います．
細貝：今，技術学会は国際化に向けた取り組みの一環
として発表スライドを英語にするといったようなこと
がなされています．例えば，国際化に向けて大学院な
どに進学し，どこかの大学に所属しているような技師
さんであれば対応できると思いますが，小さい病院の
技師さんには気軽に英語化したスライドを作成するこ
とは難しいかもしれません．でも，そのような小さな
病院の技師さんから出される演題の中には，とても独
創的で有意義な内容の演題が提出されるような場合が
多々ありますが，ある意味参加が難しい状況になって
いることは確かです．このような方々に，フォローす
る状況がなく(英語化を)推し進めてしまうことで，発
表の場を奪われてしまう人も出てきてしまう．そのと
きに，会員を減らさずに国際化を目指すにはどういう
スタンスで行うのがいいと思いますか？
有馬：私は，学会開催の場にたくさんの技師や企業の
方々が集まる際には，皆が集まれるような飲み会を開
催しました．会員であるけれども若手の技師の会費は
安くして，後援会に出してもらいました．そのような
場にさまざまな立場の人たち，当然，技師長クラスか
ら新卒の若手の方々も含めてですが，気軽にオープン
な場を設けて，何でもいいから議論してもらうのがよ
いかと思います．そのような場でそれぞれの立場の人
が遠慮なく議論することで解決策が見つかるものと
思っています．企業の方たちは技師長の下ばかりに新

しい技術ができたと集まっていくものです．でも，現
場の，特に一番思いがある若い人たちの下に新しい技
術を持って行くような姿勢がなければいけないと思い
ます．これは小さい病院に勤めている技師さんにとっ
ても同様です．そのような方々が気軽に議論できる場
を設けることも技術学会の務めではないでしょうか？
細貝：確かに，現場で活躍する方たちに情報を流さな
いといけませんね．
有馬：その中で若い人を中心に交流会を持って，上層
部のわれわれに注文はないかと聞いてみるのです．若
手の技師さんも安い給料の中から学会の参加費を払っ
てきているわけですから，(そうした交流会は)若手に
も気楽に参加してもらえるものでなければならないと
思います．せっかくに参加費まで払っているのに，雰
囲気だけになってしまっているのではこれからの人た
ちが嫌になってしまいますし，結果として会員の減少
に繋がってしまう．参加するにはどのような立場の人
たちでも，必ず何か得られるものにしていかなくては
ならないと思っています．
細貝：雑多な話ができる場所ですよね．
有馬：これからの時代はこれからの人たちが作るので
す．これからの人たちをないがしろにして技術学会の
これからを議論することはナンセンスです．

5．医療人として大切なこと
細貝：医療人として最も大事なことは何でしょう？
有馬：やはりこれは患者さんにやさしく丁寧な対応を
する心を持つことですよね．自分が患者の立場になっ
たので，とても感じることです．今は大学病院のス
タッフの皆さんはとてもやさしく丁寧ですね．昔は患
者さんが迷子になってしまうこともありましたが，今
は伺うととても親切に教えていただけますね．患者さ
んの立場になって物事を考えることができる人が医療
人であると思います．今となっては大学に入学するの
も大変でしょうし，そのような中で入学してきた学生
さんはとても頭がいいのだと思います．でも，ただ単
に頭がよいだけでは医療人としてはやっていけませ
ん．医療現場はある意味サービス業です．コンビニや
ファストフードの店と同じで，相手の立場で気持ちよ
く対応できる必要があると思います．もう一つは大学
の医学祭なんかもとてもいいですね．中学生など若い
人たちにも知っていただける場を設けるのはとてもい
いと思います．医療人として医療の現場をより多くの
人たちに知ってもらうのも，医療人としてとても大切
であると思います．
細貝：今，オープンキャンパスを高校生向けに行って
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いますね．
有馬：医学祭などを利用して，大学の敷居を下げて，
小学生にまで参加してもらえるような場を作っていた
だき，たくさんの人たちに興味を持ってもらいたいと
思います．結構な手間がかかると思いますが，必ず何
らかの形で見返りがあるものと思います．
細貝：今は中学校や高校などに出張講義に行ったりす
る機会があります．
有馬：それはすばらしいですね．これからマイナン
バー制度が普及することで，各種の検査を実施した場
所や状況・結果などはすべて一元的に管理されるよう
になると思います．結果としてたくさんの病院や個人
が横一列に繋がるような状況になるかも知れません．
今は限られた施設だけですが，近い将来それが当たり
前に普及すると思いますので，横に繋がっている小学
生や中学生あるいは一般人なども含めて，放射線技
師・放射線技術というものを伝えるために，垣根を取
り払って掘り下げて考えてほしいと思います．
細貝：一般的な環境に啓発することはとても大切です
ね．そうすることによって医療業務の大変さや面白さ
が認知できれば，結果として放射線技師の立ち位置が
変化する可能性もあるかと思います．これは一般社会
だけでなく，医療分野においても同様のことがいえる
のかも知れません．医療人なのにお互いの仕事内容を
理解していない業種は結構あると思いますので，お互
いの業務を尊重し把握しあえるような関係づくりも大
事かもしれませんね．

6．放射線技術の今後の展望について
細貝：放射線技術の今後の展望についてお聞かせくだ
さい．
有馬：技術の展望としては，難しいかもしれませんが，
できるならいずれ法改正になって，(診療放射線技師
資格に)准看護師くらいの資格が含まれているような
ものになってほしいと思います．その時代にあった資
格の形に変わっていく必要がありますし，そのような
流れを作らなければならないと思います．例えば CT
検査のときなど，静注などできるようになるのもよい
のかと思います．
細貝：確かに技師会においては抜針だけではなく，最
終的には注射ができるようにしようではないかという
ような動きはあります．
有馬：ですから，看護学会共通の仕事を協力して，お
互いにできる仕事を享受して，分野を広げるような動
きがあってもいいように思います．4年制大学になっ
た意義もそこにあるように思います．

細貝：やる仕事量が増えることで，(診療放射線技師
の)責任が増えてしまうということも考えられると思
いますが？
有馬：それに関しては前に申し上げたように，技師長
という立場以上の，例えば技術部長といった立場が必
要になると思います．責任をとれる立場に責任をとれ
る人がいて，その責任に応じた見返りが必要です．ま
た，医療人としての姿勢についてですが，いろんなこ
とをやって特許(の取得)などを目指すことも大切だと
思います．研究となればその分野で，特許を目指すべ
きです．研究のときに補助金や研究費がどの程度もら
えるのかということが大事です．やはり技術学会でも
研究する方にお金の助成をするというような制度や，
特許申請の手続きを補助してもらえるような制度など
を設置するのもいいのかも知れません．更には，前に
もいわれましたが，小さい病院の技師さんで英語のス
ライドの作成が困難な方々に対して，学会や論文で発
表する場合の補助を行うというような制度は必ず必要
だと思います．短大や 4年制大学を出ているわけです
から，病院の医局や研究所などと同様に研究費を出し
てもらうように格上げしていかなくていけないと思い
ました．
当時医局だけでなく，放射線技師にも学会参加を勧

めるようにしていただいた先生もおりました．4年制
大学卒業者が増加する中で，学会の参加費などの苦労
をしている人たちもいるかと思いますが，そのような
方々をどのように拾い上げていけるかで今後の技術学
会が変わってくるのかもしれませんね．

7．最も伝えたいことは「仕事への責任」
細貝：次世代を担う放射線技師に最も伝えたいことは
なんでしょうか？
有馬：一番，難しい問題ですよね．今のさまざまなシ
ステムにおいて，撮影者の名前が情報として付与され
るようなシステムはありますか？ そのようなシステ
ムがあると撮影者も責任を持って業務を行うようにな
るかと思いますが…．今最も伝えたいことは，「自分
の仕事に責任を持て」ということです．日々の診療業
務を何となくこなすのではなく，技師として責任を
もって業務を行う必要があると思います．今の 4年制
大学を出ている人にはそのくらいの責任がないといけ
ないと思います．きちんと責任を持って業務を実施し
ていれば，見返りはそのうちやってきます．とりあえ
ず見返りは後回しで，責任をもって業務をこなしてく
ださい．昔に比べるととても忙しくなっているのも理
解していますし，給料もそれほど高額ではないことも

342

日本放射線技術学会雑誌



わかっていますが…(笑)．そのような意味では，診療
放射線技師の基本として，検査の際の被ばく量などを
常に把握できるようにしなければいけないと思いま
す．診療放射線技師の資格は医療被ばくの管理を行う
ための資格ですので．
細貝：現在，そういった研究が進められていて，すべ
てのモダリティにおける被ばく線量を患者さんごとに
一元的に管理できるようなシステムの構築が行われよ
うとしています．
有馬：そうですか．それはよいことだと思います．本
来は被ばく量を管理するということは当たり前になっ
ている必要があると思います．ディジタルの時代に
なって簡単に撮影ができるようになりました．基本的
には X 線線量を増加させておけばとてもきれいな画
像が提供できるようになっています．フィルムの時代
はそうではありませんでした．被ばく線量が高ければ
高いなりの写真しかできなかったので，誰もが撮影条
件を意識しながら業務を行っていました．古い時代の
ことを今さら話しても仕方がありませんが，放射線技
師として常に被ばく量低減を念頭において，患者さん
それぞれに照射条件を工夫して，自分の責任を持つよ
うに名前を残して，業務を行うようなシステムあるい
は環境になってほしいと思っていますし，本来そのよ
うにあるべきだと思います．

装置の進歩や患者さんへの対応など，とても難しい
ことがたくさんあると思います．そのようなときには
先輩や同僚などと一緒に議論しながら，自分の仕事に
責任を持ち，その責任を楽しめるような技師さんに
なっていただきたいと思っています．
細貝：自分も現在教育をする立場にいますが，有馬先
生と同様のことを考えております．基本仕事は嫌でも
その場にいる以上は熟さなければなりません．どうせ
やるなら責任を持って楽しむべきであると思っており
ます．
本日は有馬先生の現役時代の話から，今考えてい

らっしゃることまで大変有意義なお話しが聞けたかと
思います．また，放射線技師・放射線技術の今後を考
える大変よいきっかけができたと思っております．今
すぐには何も変えることができないかもしれません
が，技術学会内で少しずつ前向きに検討しつつ，世の
中のためになるような技術の開発・啓発が行えればと
思います．本日は大変お忙しい中，お話ししていただ
き本当にありがとうございました．有馬先生の益々の
ご活躍とご健勝をお祈りしております．
有馬：こちらこそ，お忙しい中わざわざ自宅まで来て
いただきありがとうございました．活躍の場は趣味の
場となっていますが(笑)，何かありましたらまた遠慮
なく来てください．ゆっくり酒でも飲みましょう(笑)．
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