
齋藤：こんにちは．本日は年末のお忙しい中わざわざ
お越しいただき，また，貴重なお時間をいただきまし
て感謝いたします．今回は，「学会に貢献された人々」
ということで，多くの功績を残された小水 満先生に
インタビューさせていただきたいと思います．では早
速ですが，先生のご出身やプロフィールをお聞かせく
ださい．
小水：私の出身は岐阜県北部の飛騨市神岡町という山
間に開けた町です．神岡町は，旧三井金属鉱業神岡鉱
山があり，亜鉛・鉛・銀鉱山の町として，最盛期の
1950 年代後半～1960 年代前半には 2万 7000 人以上が
暮らし，栄えていました．神岡鉱山で産出される亜鉛
や鉛の産生過程で，カドミウムを含む廃石が富山県神
通川に流出したことが原因で発生したイタイイタイ病
は，日本 4大公害の一つとして知られています．その
後 2001 年 6 月に鉱石の採掘が中止され，鉱山の合理
化に伴う転出などの影響があり，現在の人口は 1万人
ほどに減少しています．また，この鉱山の廃坑を利用
して，東京大学宇宙線研究所が 1983 年に地下 1000 m
に作った「カミオカンデ」は，ニュートリノの観測装
置として知られています．この後継機である「スー
パーカミオカンデ」は，世界最先端の研究施設として，
小柴昌俊先生や梶田隆章先生のノーベル賞の受賞研究
につながりました．
錦：小水先生が生活をしていた頃の飛騨市神岡町はど
のような雰囲気でしたでしょうか？
小水：当時は，岐阜の田舎町というより，多くの鉱山
関係者が東京などの他県から移り住んできた影響もあ
り，人や物などの交流や流通が盛んで，非常に垢抜け
した活気のある町でした．
現在 NPO 法人日本乳がん検診精度管理中央機構の

事務局長をしておられる堀田勝平氏も，鉱山関係者の
家族として神岡町に移って来られた方で，私の高校時

代の同級生で親友の一人です．
齋藤：先生が医療短大，放射線技師を希望したきっか
けを教えていただいてよろしいでしょうか？
小水：私は，大阪大学医療技術短期大学部診療放射線
技術学科の 3期生になります．私が高校生の頃は化学
や理学の分野が花形でした．私も化学に興味があった
ので，理化学方面に進みたいと思っていました．私が
受験した当時の医療短大は，第一希望，第二希望が選
べました．私を含めてほとんどの受験生は臨床検査学
科を第一希望にしており，競争率が高く，何とか第二
希望の放射線技術学科に合格したという経緯です．今
回，学生さんがお二人参加しておられますので，お二
人が大阪大学保健学科診療放射線技術学科を希望した
理由もお聞かせいただけますか？
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平山：高校生の頃から将来は病院で働きたいという希
望がありました．志望校を決めるにあたり，医療職を
調べる中で放射線技師という職業を知り，目指そうと
思いました．国公立大学に進学したいと考えていまし
たので，自宅が近かったことなどを踏まえて大阪大学
の保健学科を希望しました．
友久：私の場合は，九州出身なのですが，九州大学と
大阪大学とどちらに進学するか悩んだ経緯がありま
す．高校生の頃から放射線技師として病院で働きたい
と思っていたので，どちらにしても保健学科放射線技
術科学専攻を目指していたのですが，大阪であれば一
人暮らしをすることになり，より難しい環境に身を置
き自分を高めることができると思ったので，大阪大学
への進学を希望しました．
齋藤：それぞれいろいろな思いがあり大阪大学を希望
していたのですね．小水先生の日本放射線技術学会と
の出会い，入会のきっかけとなった先生方などのお話
をお聞かせいただけますか？
小水：1972 年医療短大卒業後に入職したのが大阪大
学病院中央放射線部でした．その頃の阪大病院の診療
放射線技師の風潮として，多くの先輩は臨床と研究を
業務の一環としており，日本放射線技術学会やその他
の学会や研究会などで積極的に研究活動を行っておら
れました，そのような環境で，新人たちは当たり前の
ように先輩たちの研究を手伝う雰囲気がありました．
そのため，新人たちは，日本放射線技術学会に入会す
ることを当時の山下一也技師長や先輩たちから勧めら
れて入会していたと思います．一方，日本放射線技師
会については，特に強制されることはなく，入会は自
由でした．このような考え方は，近畿圏での施設では
特に珍しいことではありませんでした．現在でも診療
放射線技師の入会率は，近畿圏では，技師会より技術
学会の方が多いと思います．日本放射線技術学会が近
畿で発足し，その後日本放射線技師会が結成された経
緯からも，技術学会本部が東京ではなく京都にあるこ
とに関係していると思います．
阪大病院では，入職 1年目から技術学会や研究会で

発表される先輩の研究実験を手伝っていました．最初
の頃は，日本放射線技術学会を研究の場として特に意
識することなく学術大会に参加していました．放射線
技術学を研究対象として考えるきっかけは，画像部会
に入会したことです．1977 年に発足した画像部会の
受付の前を通ったときに，当時の技術学会事務局員の
清水久子さんが一生懸命に会員勧誘をしておられ，偶
然私にも声掛けをしていただき，画像部会に入会する
ことになりました．その後，学術大会に参加したとき

には画像部会に必ず出席するようになったことが，継
続して画像に関する研究活動をするきっかけになった
と思います．
齋藤：先生の研究テーマとの出会いや先輩方・研究仲
間・生涯の師についてお話しいただけますか？
小水：私が生涯の師と思っている方は 2人おられます
が，そのほかにも，研究をする節目で機会を与えてく
ださった先生や，助言・援助していただいた先生方が
おられます．第一の師は，医療短大の恩師であり，卒
業後も画像情報を直接指導していただいた大阪大学名
誉教授の曽我部秀一先生です．最初に阪大病院に入職
した頃は，週に 1度，病院の就業終了後に曽我部先生
の研究室に行き，コンピュータの HITAC10II でプロ
グラミングをして遊んでいました．その後，滋賀医大
病院ではいきなり画像診断部門の主任になりました
が，当時，私は実務や研究などの経験が浅く，画像技
術を全く理解していなかったので，曽我部先生にお願
いして，画像理論に基づいた画像情報の研究を一から
指導していただくことにしました．これが，研究の出
発点となっています．
もう一人の師は，画像情報を研究するための環境を

整えていただいた滋賀医大病院放射線部の雄川恭行初
代技師長です．当時の画像診断は，増感紙 /フィルム
系を用いた X 線写真が主であったことから，最も良
い組み合わせを選定するために画質評価法の研究が課
題でした．雄川技師長には，研究をするために専用の
MTF 測定装置，特性曲線作成装置，マイクロデンシ
トメータ，ドラムスキャナ，ミニコンピュータなどを
積極的に導入，整備していただき，充実した研究がで
きるようになりました．同時に，滋賀医大では，雄川
技師長をはじめ，当時の放射線部に所属していた診療
放射線技師諸兄と共同研究していましたが，特に，元
広島県立大学教授の大西英雄先生，京都医療科学大学
教授の松尾 悟先生，滋賀医大診療放射線技師長の木
田哲夫氏，滋賀医大主任診療放射線技師の野間和夫氏
らは，滋賀医大放射線部で苦楽を共にして画像診断技
術を築き上げた貴重な研究仲間です．
また，私を直接的，間接的に指導していただいた恩

師として山下一也先生がおられます．山下先生が画像
部会長をされていた 1989～1991 年の 3 年間に画像部
会の委員をさせていただいたことが，その後の画像情
報研究を進めるうえで貴重な経験になりました．当時
の画像部会では，増感紙/フィルム系の特性曲線，解像
特性，雑音特性などを評価するための測定精度が課題
で，その測定方法を広く会員に啓発するためのリフ
レッシャースクールが毎年開催されており，その
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チューターとして関われたことや，画像部会が発刊し
ている画像通信の編集をした経験は，画像の勉強に大
いに役立ちました．このチャンスを与えていただいた
山下先生には大変感謝しています．また，当時の画像
部会の委員には，画像評価のプロフェッショナルであ
る国立循環器病研究センターの若松孝司先生をはじ
め，大阪市立大学病院の畑川政勝先生，近畿大学病院
の岡田弘治先生などがおられ，共に画像を学べたこと
も次の研究へのステップに大変役立ったものでした．
次に，学位を取得するためにお世話になった大阪市

立大学大学院工学研究科の柳原圭雄先生がおられま
す．2000 年に大阪市立大学大学院工学研究科の電子
情報系専攻(情報工学)の後期課程に社会人入学し，柳
原先生に学位論文の研究を一から指導していただき，
何とか 3年で学位を取得できました．学位論文を作成
するにあたって，30 回も辛抱強く論文を添削していた
だき，論文にすることの大変さを実感したものです．
柳原先生の研究室で，放射線技術学とは異なる情報工
学系分野について多く学べたことは，その後の研究の
取り組み方や後輩への研究指導，そして，論文の書き
方や作成方法など，大阪物療大学での学生教育に大い
に役立ちました．
私の学位論文「医用画像の低空間周波数ノイズ解析

と胸部診断支援に関する研究」は，胸部 CT画像の結
節を良悪性判別する画像診断支援ですが，この研究で
使用した画像抽出，画像処理，画像評価，統計処理，
判別評価などは，それまで研究した多くの手法を応用
したものです．したがって，私にとって研究テーマ
は，最初から決めたものがあったわけではなく，結果
的に恩師，多くの共同研究者との出会いによって出来
た集大成と思っています．
齋藤：博士課程への進学はどのような経緯があったの
でしょうか？
小水：診療放射線技師の地位向上には，やはり学位取
得が必要であると考えていました．大学生が学位を取
得するのとは違い，社会人になってからの学位取得に
は，研究環境や時期的なチャンスの巡り合わせなどが
影響すると思います．私の場合，大阪大学医療技術短
期大学部では，医療技術者養成をより工学的に教育す
る環境があり，そこで曽我部先生に出会ったことや，
最初に入職した阪大病院の日々の診療の中で，よりよ
い画像を得るために，放射線技術の基礎理論を研究し
ている先輩が多くおられたこと，また滋賀医大病院で
は，増感紙 /フィルム系の画像の質を確保するために
画質評価が必要であったこと，技術学会の画像部会で
委員をしていたときに多くの画像を具体的に学ぶこと

ができたことなど，研究ができる環境が継続してあっ
たことが学位取得につながったと思っています．
直接的に学位取得に関わっていただいた先生は曽我

部先生と柳原先生です．曽我部先生には，単に研究す
るだけでなく，研究方法や論文へのまとめ方など最終
的には学位を見据えながらの指導をしていただきまし
た．そして柳原先生が，国立循環器病センターの研究
施設から大阪市立大学大学院工学研究科に異動された
タイミングで大学院の後期課程に社会人入学できま
した．
齋藤：先生は新卒から 6年間大阪大学医学部放射線部
にお勤めでしたが，その当時，大阪大学の頃に主に考
えていたことや活動されたことをお話しいただけます
でしょうか？
小水：既設の大学病院では，長い歴史の中で臨床や研
究のシステムが出来上がっているため，新人教育もま
たシステム化されています．阪大病院では，常に高度
な先端医療が行われており，放射線技術もまた最先端
の医療技術が提供され，現場では，その技術を習得す
ることに大いにやりがいを感じていました．阪大病院
では，新卒から 6年間の在職でしたが，確か入職して
2，3年経った頃に，診療放射線技師について深く考え
させられたことがありました．医療短大の同級生の友
人に，「君は毎日正常な人たちのX線撮影を何も考え
ず楽して写真を撮っている」と言われたことがありま
した．当時，私は，未熟ながらも，阪大病院で最先端
医療の一端を担って診療放射線技術を提供していると
自負していました．一方，友人は，「金剛コロニー」※
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という身体・知的・精神障害者などの福祉型障害児入
所施設で X 線撮影業務をしており，撮影時にはほと
んどの患者に撮影整位の指示を理解してもらえず，正
しい整位が難しく動いた画像になってしまうので，診
断が可能な画像を得られるよう撮影技術をできるだけ
工夫することが診療放射線技師であると言っていまし
た．この言葉は，その後の私の診療放射線技師の理念
の一つとして刻まれ，今もなお変わらないものです．
※大阪府立金剛コロニー(現 大阪府立こんごう福祉センター)

齋藤：阪大病院を選んだ経緯など教えていただけます
か？ もしよろしければ，4 月から阪大病院に就職が
決まった平山さんや友久さんにもそれぞれお答えいた
だけると，小水先生の頃と現在の違いなどがわかるの
で，可能な範囲で教えていただけますか？
平山：私の場合は阪大の保健学科に在学中ですので，
実習中に大阪大学附属病院の施設や環境などを知るこ
とができました．就職のための病院見学が始まり，多
くの病院を見学しましたが，改めて阪大病院は，環境
のよさや人間関係なども含めて，大変魅力的だなと感
じました．また，救急・災害医療に将来携われればと
考えており，それが可能である環境であるということ
も阪大病院を選んだ一つの要因です．就職試験の時期
も思いのほか早かったので，阪大病院を希望しまし
た．
友久：私の場合は実習中に大阪大学附属病院の施設や
環境などを知ることができ，最先端の機器を使って地
域医療や救急医療など高度な医療を幅広く行っている
ことがわかりました．このような大きな病院で働け
ば，より多くの患者さんの手助けができると思い阪大
病院を希望しました．
小水：当時と今では半世紀ほど離れており，同じ大学
病院の入職でも時代背景も考え方も今のお二人とはか
なり違うと思います．当時は大阪大学病院の診療放射
線技師は国家公務員でしたので，採用募集が 3 月に
入ってからの遅い時期にありました．そのお蔭で何と
か就職先が選べたと思っていました．
錦：先生の頃は就職試験が行われたのは 3月下旬でし
たか？
小水：そうですね．国家試験の後，3 月下旬頃だった
と思います．ただ，私は当時，就職するにあたってど
のような施設を選択するかをあまり深く考えていな
かったと思います．
当時は CT も MRI 検査もなく，阪大病院の在職 6

年間だけで画像診断，放射線治療，核医学診断の各部
門全ての領域の業務を経験できました．その経験が，
その後の滋賀医大病院創設期の放射線業務の構築に大

変役に立ちました．最近の阪大病院に入職される方
は，診療放射線技師の人数が当時の 2倍になっている
ことや，業務領域が広がっていること，更に各領域の
技術が高度化し，より専門化していることなどから，
すべての領域を経験するには長い期間がかかるように
なっています．
研究面においても当時は，画像診断部門だけでも胸

部撮影，断層撮影，乳房撮影などの領域ごとに専門の
先輩方がおられ，それぞれの指導のもとに研究の手伝
いをしたものです．その中で私は，胸部撮影では，
フォトタイマーの特性，断層撮影では断層のボケの解
析，乳房撮影では X 線スペクトルの解析など多方面
の基礎的な研究に携われました．そして，X線断層の
画像解析を発表するために断層研究会に何回か参加し
たことを憶えています．
現在の研究の指導方法は当時とあまり変わっていな

いと思いますが，細かい指導より研究への取り組み方
が大切だと思います．
齋藤：先生は新卒から 6 年間阪大病院で勤務された
後，滋賀医大へ移られたとのことですが，その経緯と
滋賀医大時代に考えていたこと，活動されたことをお
話しいただけますか？
小水：私が阪大病院に入職した頃は，近畿圏では，兵
庫医科大学病院，近畿大学病院，国立循環器病セン
ター，滋賀医大病院や近隣の市民病院，基幹病院など
が次々と開設されていました．当時の阪大病院中央放
射線部の副技師長や主任クラスの先輩たちの何人かが
新しい施設の技師長として赴任されていきました．そ
のような状況で，6年間の診療放射線技師経験しかな
い私にも異動のお誘いがあり，生意気にも新しい施設
に挑戦したいとの気持ちが出ていましたので，滋賀医
大病院へのチャンスに乗れたというのが経緯です．
滋賀医大病院創設期の診療放射線技師の定員は 14

名でした．このときの診療放射線技師の構成は，技師
長，副技師長をのぞき，私の技師経験 6年より更に少
ない技師経験 3年未満の方がほとんどでした．新しい
組織と新しい診療システム構築のため，すべて一から
作り上げなければならない状況の中で，私はいきなり
画像診断部門の主任とされたため，どのようにしたら
日常の放射線診療業務が円滑に運営できるか，大学病
院として学会や研究活動をするための基礎作りの勉強
会をどうするかを考えました．しかし，当時の私の経
験と知識からでは，放射線技術の課題を論理的に解析
して解決するような指導ができないと思い，恩師の曽
我部先生に相談しましたところ，先生のご自宅が京都
の宇治であったことも幸いして，週一回医療短大から
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の帰宅時に自宅の宇治を通り過ごして，大津瀬田の滋
賀医大病院まで来ていただくようになりました．曽我
部先生にその後，X線画像診断画像，核医学画像など
画像情報の解析・評価を論理的に指導していただいた
ことの足跡が，現在の滋賀医大病院放射線部の礎を
作っているといえます．この状況は，1980 年頃から
1995 年に曽我部先生が医療短大を定年退官された後
も続き，くも膜下出血で倒れられた 2002 年頃までほ
とんど休みなく指導していただきました．
新設の滋賀医大病院では，制限された人数で画像診

断技術のシステム環境構築や人材育成をしなければな
りませんでしたが，既設の大学病院にはない楽しさと
夢がありました．
錦：大阪から滋賀はだいぶ遠いですね．曽我部先生の
お人柄と小水先生の熱意があったからこそでしょう
か．
小水：本当に曽我部先生には頭が下がります．曽我部
先生は，工学系のご出身ですが，大阪大学医療短期大
学部診療放射線技術学科に赴任され，われわれ放射線
技師の教育について真剣に考えておられました．曽我
部先生の研究室は何時も学生の溜まり場でしたし，滋
賀医大病院で指導していただくという私の我儘を快く
引き受けていただいたのも先生の広い寛容なお人柄ゆ
えでした．曽我部先生は診療放射線技師教育に強い熱
意をもっておられ，常々「君たちに足りないものは放
射線技術学の基礎的な論理であるから，それをきちん
と理解して勉強できるように教える」と言われまし
た．そして，診療放射線技術学の研究では，実験方法
や解析方法などを論理的に丁寧に指導していただきま
したが，研究に取り組む態度は厳しい面がありまし
た．また，われわれと同化するほどの熱心さで，画像
情報処理に関連した診療放射線技術学分野の研究を継
続的に指導していただきましたことを大変感謝してい
ます．滋賀医大病院創設期の放射線部は，曽我部先生
と共に歩んだといっても過言ではないと思います．
曽我部秀一先生にいろいろな形でお世話になった諸

氏が多くおられる中で，私は，最も先生にお世話に
なった一人だと思っています．私の診療放射線技師と
しての礎は，曽我部先生に出会い，地道に辛抱強く指
導していただいたことによって築かれました．
齋藤：先生は 2003 年に大阪大学医学部附属病院の放
射線部技師長に公募で選ばれておりますが，その経緯
をお話しいただけますか？
小水：大阪大学病院放射線部の技師長選に応募した理
由は二つあります．一つは，当時，滋賀医大病院放射
線部の技師長が私の 3歳年上でしたので，私が順調に

技師長になっても 3年の短期間であること．もう一つ
は，滋賀医大病院の 25 年間で培った診療放射線技師
としての臨床経験や研究実績を生かし，新天地で後輩
を育てたいという夢があり，それを試したいとの思い
から応募しました．
2003 年に大阪大学病院に放射線部技師長として赴

任した頃は，阪大保健学科が開設して 10 年ほどで，診
療放射線技師は学士，修士卒が多く在職するように
なっていました．このように高等教育を受けた診療放
射線技師が多く輩出される時代を迎え，阪大病院のよ
うに高度先端医療が実践されている環境の中で，高度
な診療放射線技術の臨床研究をする人材育成をしたい
と思いました．また，新人採用では，できるだけ修士，
博士課程を出た人材を積極的に採用するようにしまし
た．現在では，その人たちがそろそろ花開いて来てお
り，頼もしく思います．そして，彼らが将来の日本放
射線技術学会を背負ってくれることを期待していま
す．
齋藤：先生は放射線技師長時代に，医療技術部を創設
し，更に医療技術部長に着任しておられますが，その
経緯とその当時お考えになったことなど教えていただ
けますか？
小水：医療技術部長になってやらなければならないと
思っていたことは，やはり，コメディカルの地位向上
です．次の二つのことについて地位向上を目指しまし
た．一つは，病院各部門のコメディカルは職種ごとに
バラバラの職位で，ほとんどの部門では，医師によっ
て従属的に管理・組織化されていました．これらをま
とめて医療技術部長が統一管理し，各部門の技術員の
独立性を確保して地位の向上を目指す組織を作らなけ
ればならないと思いました．そこで，医療技術部の
「大阪大学医学部附属病院医療技術部の組織及び業務
等に関する規程」に，「医療技術部においては，技術職
員(医療)に対し各種の業務を通じて当該技術職員(医
療)の資質の向上を図るため，医療技術の教育・研究そ
の他業務に関し必要な研修を行うものとする」と明確
な記述を入れました．これによって医療技術部は，コ
メディカルのための研究や研修ができる新たな体制を
整えることができました．
当時，診療放射線技師の中の 2名が起業したことも

あり，産学連携を目指し大阪大学病院の中に画像研修
センターを作ろうとしましたが，実現に至らなかった
ことは今でも残念に思っています．実現できたことは
コメディカルの海外留学です．診療放射線技師の日高
国幸氏が，フランスのパリ大学病院の脳神経 IVR 部
門への留学を 6カ月希望していましたが，病院では，
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コメディカルが在職したまま 6カ月長期留学すること
は前例がありませんでした．そこで，日本放射線技術
学会の短期留学制度を併用し，現場の業務事情が許せ
ば，6カ月の出張留学を休職扱いにせず認める仕組み
を実現しました．これは，医療技術部として得られた
大きな成果だと思っています．将来的には，1 年ぐら
いの留学をしても職場が確保できるようなシステムに
なればと思っています．
齋藤：業務に研究が含まれていることは大変重要なこ
とですね．それがあることによって，科研費などの外
部資金への応募も可能になりますね．
小水：そうですね，科研費などの研究費を獲得してい
る技師も数名おります．もう一つの地位向上は，コメ
ディカル自体の地位向上です．部長職に就くことで，
大学病院では教授と対等な立場になり，病院での地位
が確保されて病院運営に直接関われるようになりまし
た．医療技術部は，異なる職種の集団のため共通の実
務を遂行することは困難で，ややもすると組織だけの
形式的なものと受け取られがちになります．そこで医
療技術部創設の有用性を実証するために，阪大病院の
各診療科で独自に実施されていた腹部超音波検査を，
医療技術部の下で超音波センター化し，診療放射線技
師と臨床検査技師による検査体制を確保しました．ま
た，研究面では，診療放射線技師は診療画像を形態的
に解析することが多いですが，他職種と連携し，臨床
検査技師の生理機能検査，理学・作業療法士の運動機
能評価などと情報共有した研究ができればということ
も考えていました．今後に期待しています．
齋藤：大阪大学医学部附属病院の医療技術部で部長と
して勤務された後，2012 年から大阪物療大学の教授と
して着任されましたが，教員として学生の教育に携
わった間にお考えになっていたことや取り組んだこと
など教えていただけますでしょうか？
小水：私が医療技術短期大学部診療放射線技術学科の
学生だった頃は，常勤の診療放射線技師の先生は，林
周二先生と森川 薫先生の 2 名だけだったと思いま
す．そのため大学の授業や交流は工学系の先生が多
く，診療放射線技術学を臨床的に話す機会が少なかっ
たため，将来的には，臨床より教育方面に進みたいと
思っていました．近畿圏の診療放射線技師養成大学は
長らく大阪大学医学部保健学科のみで，その後京都医
療科学大学ができましたが，私は大学病院で臨床と研
究を経験した者として，診療放射線技師教育は専門学
校でなく大学教育が必要であると考えていました．診
療放射線技師免許は 3年の専門学校教育で取得でき，
大学の 4年教育は不必要との考えもありますが，診療

放射線技師教育は免許取得だけが目的ではなく，職業
人として教養など幅広い知識と経験を身につけること
で将来の診療放射線技師の能力が広がると思っていま
す．また，教育期間を 3年から 4年へ 1年延長するこ
とは人間形成期間として必要なことであり，更に，修
士，博士課程への進学によって，診療放射線技師の職
業としての可能性を拡張できるものと考えていまし
た．大学教育の中で学生を育てたいという気持ちがあ
り，診療放射線技師が直接診療放射線技師教育を行う
ことで，診療放射線技術学の現状と将来について具体
的に学生に考えさせ，診療放射線技術の重要性を教え
ることができると考えていました．大阪物療大学に
は，実際に学生と接しながら教育するダイナミックさ
があり，大いに魅力あるものでした．
錦：先生は大阪物療大学をご退官後も学生の指導を継
続しているとお聞きしております．なかなかできるこ
とではないですね．
小水：そうですね．学生たちには，卒業して診療放射
線技師の免許を取得したときは，単なる大学の恩師で
はなく，診療放射線技師としての先輩後輩の関係に
なって，色々な勉強会などで話し合おうと言っていま
した．できるだけ診療放射線技師として，学生の将来
に寄り添った行動を常に考えていました．反省点とし
ては，教育する立場になってから，教育とは一朝一夕
でできるものではないということを痛感したことで
す．何十年という教育の実績とノウハウの蓄積によっ
て初めて教育できるようになるということを痛感しま
した．
卒業生の集まりにはできるだけ参加するようにして

います．
齋藤：先生から学生や若手会員へのメッセージをいた
だけますか？
小水：放射線量と画像の質は相反することはわかって
おり，この 2面性をコントロールしながら最適な診断
画像を形成することが診療放射線技師の仕事の一つで
すが，画像診断を放射線量や画質といった個々の事象
から直接評価するだけでなく，総合的な入出力システ
ムとして考えなければならないと思っています．いわ
ゆる，放射線を入力として人体での相互作用によって
画像として出力される K. ロスマンの画像診断過程を
充分理解したうえで，常に患者に対してどうしたら最
適な画像を描出できるかを考えなければと思っていま
す．例えば，X線管は，手のひらサイズになれば撮影
法も機器も大きく変わることができます．また，これ
からのAI の技術によって，機器と人体構造を一体化
した撮影・映像装置があればとも思っています．これ
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からの診療放射線技師は，新しい放射線医療技術を考
案することが必要ではないでしょうか．
齋藤：日本放射線技術学会近畿支部での出会いや関係
の深かった先生方，思い出などお聞かせいただけます
か？
小水：現在の近畿支部は，その前の統一部会である近
畿部会から継続されたものです．それまでは，年 1回
の研究発表会を近畿部会と呼んでおり，その都度の大
会長が近畿部会長でした．日本放射線技術学会の近畿
部会以外での活動は，大阪，奈良，和歌山の関西支部，
京都支部，兵庫支部，滋賀支部という単位でした．私
と近畿支部との出会いとなると，統一部会となる前後
に滋賀支部の代表として部会理事に召集されたことが
きっかけでした．そこでお会いした天理よろず相談所
病院の佐藤紘市初代近畿部会長は，非常に実直なお人
柄で，近畿支部組織と技術学会会員のために円滑な部
会運営をすることに尽力される姿勢は大変勉強になり
ました．また，佐藤先生の思い出の一つとして，奈良
で開催された第 25 回日本放射線技術学会秋季大会の
大会長だった佐藤先生が，大会開催費についての予算
折衝で本部と粘り強く交渉されていたことが思い出さ
れます．定年後の 62 歳という若さで亡くなられたこ
とは，大変残念であったと思っています．
齋藤：先生は日本放射線技術学会の近畿支部の役員と
して長らく会の運営に携わっておられますが，支部の
課題と将来像など，お考えをお聞かせいただけます
か？
小水：1997～2002 年に近畿部会副部会長，2003～2007
年に近畿部会部会長，2008～2012 年に近畿部会監事と
して近畿部会運営にあたり，近畿地域の利便性を活か
した組織づくりや事業計画を行ったり，継続して女性
も含めた人材登用・育成を図ってきました．その考え
が，その後の船橋正夫部会長，錦 成郎部会長，福西
康修支部長へと受け継がれていることは周知の通りで
あり，大変心強く思っています．
やはり近畿支部として，人材育成に基づいた事業展

開を考え，技術学会本部に多くの人材を登用すること
が大切だと思っています．
齋藤：近畿支部の印象に残ることや事業を三つ挙げて
いただけますでしょうか？
小水：そうですね，印象に残っていることは沢山あり
ますが，強いて挙げるとすれば直感的に次の三つにな
ると思います．一つ目は，私の初めての研究発表が奈
良で開催されて，研究発表デビューでしたが，発表ま
での緊張感と終わった後の解放感は今でも忘れられな
いものです．二つ目として，近畿部会 30 周年記念誌

を編集，発刊したことが挙げられます．これは，滋賀
医大病院在職中の 1987 年に，滋賀県大津市で第 30 回
近畿部会が雄川恭行大会長のもと開催されたときに発
刊したもので，当時の PC98 を使って第 1～30 回まで
の近畿部会発表予稿データを 8インチフロッピーディ
スクに保存しながら入力した思い出は今でも鮮明に
残っています．また，当時の近畿部会の開催会場は，
開催費の制限から大学の講堂や教室を会場としていま
したが，第 30 回近畿部会は，30 周年記念として，大津
市民会館を借りて盛大に行われたことを記憶していま
す．三つ目は，部会長になって近畿部会の事業を理事
役員とともに企画・立案・実行できたことです．統一
部会になってから，近畿一円の地域の活性化，人材育
成および会員相互の親睦を図ることを目的として，夏
季セミナーを一泊研修で実施しています．現在も継続
されている事業の一つですが，勉強会の目的は深く会
員に浸透しているものと思います．やはり宿泊するこ
とで本音の会話ができているのではないでしょうか．
齋藤：先生は技術学会の本部理事としても 6年お勤め
ですが，そのときのお考えや印象に残る事業など教え
ていただけますでしょうか？
小水：本部理事や多くの委員会に参画させていただ
き，技術学会を多角的に経験することができました．
諸先輩方のお引き立てのお蔭と感謝しています．30
年余りの技術学会活動の中で印象に残ったこととし
て，企画委員長時代に，法人移行対策特別委員会の委
員となり，定款の改定に携わり，無事，公益社団法人
に移行できたことは大変感慨深いものがありました．
また，将来構想特別委員会では，全く予想していな
かった委員長という重責を任されることに非常に驚
き，最初は頭の中が空っぽで，どのようにまとめるか
が予測できなかったものでした．しかし，土井邦雄名
誉顧問をはじめ，藤田 透，小倉明夫代表理事，船橋
正夫，錦 成郎副代表理事，圡井 司，新井敏子委員
の方々との充実した委員会を重ね，日本放射線技術学
会は時代の変遷と共に新しい段階へ移行しつつあると
の認識から，それまでの学会の将来構想答申とは異な
る検討方法を取り，学会組織が抱える多くの課題がど
のように山積されているかを委員会や部会などにアン
ケートして，将来に向けての解決策を検討することに
しました．その結果，各委員からの的確な意見がまと
められ，「多様化する社会の要請に応えて」として次世
代につなげる将来構想が答申できたと思っています．
齋藤：先生は JRC 大会長として第 65 回大会を執り行
いましたが，思い出やそのとき感じたことなどお話し
いただけますでしょうか？
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小水：JSRT の大会運営は，ここにおられる錦成郎実
行委員長にすべてお任せして実行できました．本当に
頼りになります．ありがとうございました．そのお蔭
で，私が診療放射線技師として臨床で経験したことに
基づいて考えた大会を実行できたと思っています．す
なわち，この大会で掲げたサブテーマである「人と技
術のハーモニー」に沿った教育プログラムを企画する
ことができたということです．また，このときの日本
医学放射線学会の大会長は東北大学の山田章吾先生で
した．山田先生は，医学物理士の必要性や役割の確立
を目指した企画を主として提案されていました．その
結果，この大会が放射線治療における医学物理士の定
着に貢献したのではと思っております．ところで，実
はこの「ハーモニー」という言葉は，ここにいる錦先
生のご提案でした．
錦：なかなかよいサブテーマが浮かばず，だいぶ会議
が煮詰まったときに「人と技術のハーモニー」という
言葉を提案させていただきました．
小水：錦先生のご提案が見事にみんなの考えを反映し
ており，ぴったりはまったという感じで，テーマに
沿った大会企画ができました．
錦：印象に残っているセミナーなどありますか？
小水：やはり印象に残っているのは，「STセミナー」
と称した super technology セミナーと，市民公開講座
「キッズセミナー」の二つですね．いずれも実行委員
会と賛同していただいた多くの会員の協力によって，
企画から準備，実行までを手作りで行うことができま
した．「STセミナー」と題した企画を打ち出した理由
は，当時 ST認定制度が日本放射線技術学会より提案
されていましたが，この制度が会員に充分に広報・理
解されていないためでした．具体的な周知方法の一環
として大会で取り上げ，専門の放射線科医師による
「診療放射線技師のための画像診断学入門」として，呼
吸器疾患では伊藤春海先生，上腹部画診断では伊藤剛
先生に，それぞれ 3 時間の講義をしていただきまし

た．そして，その講義を理解するために，写真，標本，
動画などを展示し，画像診断を五感で実際に体験する
企画ができたことは多くの参加者に大きな刺激を与え
られたと思っています．また，「キッズセミナー」で
は，「放射線ってなんだろう」と題して，横浜市内の小
学校高学年の 70 名に参加してもらい，放射線測定と
して霧箱の実験や「はかるくん」を使った放射線測定
実験を行いました．また，富士フイルムメディカル株
式会社のワークステーションをお借りして 3D画像表
示操作を体験してもらい，放射線画像を理解してもら
いました．この大会では，手作りの企画の楽しさと難
しさを同時に味わうことができ，多くの方々の協力が
あったことで成し得たものと感謝しています．ただ
ST 認定制度については，その後，学会として取り上
げない方針となり，現在では立ち消えになっていま
す．2010 年 4 月に厚労省から出された読影補助につ
いて考えると，このような手作りの企画の継続性が必
要だと思っています．
齋藤：先生の現在のお仕事や生活について，また先生
から会員の皆様にメッセージをいただけますでしょう
か？
小水：現在は，精神科や緩和・疼痛医療にかかわる診
療放射線技師業務を行っていますが，この年齢になっ
て，これまで大学病院で経験していた医療とは異なる
診療放射線業務，画像解析が体験できて，診療放射線
技師として新鮮味を感じています．このように，現在
も診療放射線技師として医療技術の一端を担えるの
は，恩師や先輩達から受けた教育の賜物であり，その
成果の大切さをしみじみ考えています．学会として
も，技術の継承には教科書的ではなく手作りの教育活
動が必要ではないでしょうか．また，学会とは人との
交流の場であると思っています．会費がもったいない
と思ったり，雑誌は読まないからとかいうことでは，
本当の学会がわからないものです．是非積極的に参加
しましょう．
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