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         会 告 

 

    

 

 

ボランティアの募集 

 当日、一緒に放射線展の運営をして頂ける方を募集いたします。お手伝いをして頂ける方は、11月4日（火）ま

でに、総務部宛へMailでお知らせください。仕事の内容・時間帯等のご相談をさせていただきます。 
 

  【お問合わせ先】 

    中島 清貴  一般社団法人島根県診療放射線技師会 総務部長 

     E-mail sart60mrchoffice@yahoo.co.jp  TEL 0852-24-2111（PHS7180） FAX 0852-32-0513 

     〒690-8506  松江市母衣町200番地  松江赤十字病院 放射線科部 
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      島放技発 26 第 18 号 

      平成 26 年 9 月 13 日 

   

 一般社団法人島根県診療放射線技師会 

                 会員   各位   一般社団法人島根県診療放射線技師会 

          会 長    小 林 一 郎 

          企画部長      栗 山 靖 之 
   

  ＜福利厚生事業＞ 

   ソフトバレーボール大会 開催のご案内 

  

    拝啓  季冬の候、会員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

  この度、福利厚生事業の一環として、スポーツで爽やかな汗をかいて会員の親睦を  

  深める目的でソフトバレーボール大会を下記の日程にて開催いたします。  

  多忙中とは存じますが、ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

   尚、会場準備のために平成 26 年 11 月 21 日㈮までに総務部へメールで参加の申込 

   みをお願いいたします。        敬具 

記 

      日時   平成 26 年 12 月 6 日㈯ 13：00～17：00 
 

      会場   島根県立石見武道館 

         浜田市黒川町 3735 TEL.0855-23-7170 
 

      申込先  総務部メール sart60mrchoffice@yahoo.co.jp 

  

  １．スケジュール 

  13：00 ＜集合＞、開会式、ラジオ体操、チーム発表、ルール説明 

  13：30 試合開始 

  16：30 閉会式、順位発表、表彰式 

  17：00 解散終了 

  

 ２．情報交換会 

  18：00 開始予定 

       終了後、会費制の情報交換会をいたします。 

                  グイ・グイといって、語らいましょう。 

                  場所は駅周辺を予定しています。当日発表します。 

                  多数の参加をお願いします。 
   

 ３．注意事項 

  当日は運動の出来る服装で室内シューズを持参して下さい。 

  駐車場は施設周辺にあります。 

  館内は禁煙です。 

  宿泊は各自でお願いします。 
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会場・チーム編成・スポーツ保険加入の準備のために大会に参加される方は11月21日(金)までに、
総務部へ申し込みをお願いします。 また併せて、情報交換会の出欠もお願いします。 
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○ 平成 26 年度 第 64 回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 定時総会 

  【開催日時】 平成26年5月25日（日） 13:00～15:00 

  【会  場】 松江赤十字病院 本館6階 講堂（松江市母衣町200番地） 
 

○ 平成 26 年度 第 2 回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会 

  【開催日時】 平成26年5月25日（日）16:00～17:00 

  【会  場】 松江赤十字病院 本館6階 会議室1（松江市母衣町200番地）  

  【構  成】 20名（理事18名、監事2名） 

  【出  席】 19名 
 

○ 平成 26 年度 第 3 回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会 

  【開催日時】 平成26年9月13日（土） 14:00～17：00 

  【会  場】 島根県立中央病院 放射線技術科 職員控室（出雲市姫原4-1-1） 

  【構  成】 20名（理事18名、監事2名） 

  【出  席】 13名 
 

 各理事会の議事録は、一般社団法人島根県診療放射線技師会のホームページ 

 （http://shimane-art.jp/）に掲載しておりますので、ご確認ください。 

定時総会・理事会 

 

 平成26年5月25日（日）松江赤十字病院（松江市）において、島根県診療放射線技師会第64回定時

総会が開催されました。第1号議案（平成25年度事業報告について）、第2号議案（平成25年度決算

報告について）、第3号議案（平成25年度監査報告について）、第4号議案（平成26年度事業計画案

について）、第5号議案（平成26年度予算案について）が審議され、全議案が可決されました。 

（議事録は当技師会HPに掲載しておりますので、ご確認ください。） 
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 平成26年5月25日（日）松江赤十字病院にて、春の学術講演会が開催されました。昨年9月に松江で開

催された、第29回日本診療放射線技師学術大会において、島根県、日本診療放射線技師会、島根県診療

放射線技師会の3者で『放射線被ばくの防止に関する包括的相互協定』の締結を行いました。そこで会員

のスキルアップを目指し、協定の目的を達成するためのステップとして、今年度は日本放射線公衆安全学

会 会長  諸澄邦彦先生をお迎えし、放射線（医療）被曝の考え方について、ご講演頂きました。 

 

事業報告 

 

第2回静脈注射（針刺しを除く）講習会 島根県開催報告 

一般社団法人島根県診療放射線技師会 教育委員長 梶 谷  尊 郁 
 

 公益社団法人日本診療放射線技師会主催（島根県診療放射線技師会委託）の平成26年度静脈注射（針

刺しを除く）講習会が平成26年7月16日（日）に松江赤十字病院で開催されました。定員50名に対し36

名が受講されました。この講習会は、厚生労働省「チーム医療推進方策検討ワーキンググループ」で、診

療放射線技師の業務範囲の見直しに関する検討が行われ「CT,MRI検査等において造影剤投与終了後の静

脈路の抜針及び止血を行うこと」が取り上げられ、十分な教育･研修を行うことを条件に実施できる方向

で検討されていることを受けて各県で開催されています。 

 講習会は、DVD聴講・実習・確認試験の順番で、朝9時20分から16時50分までの一日行われました。

DVD聴講では、静脈注射に関わる診療放射線技師の法的責任・薬剤に関する知識・合併症の対応・静脈注

射と感染管理と多岐にわたり講義がありました。実習は前回同様に島根県看護協会から講師として3名の

看護師の方にお願いし、抜針手順をマニュアルに沿って説明をして頂き、その後、3班に分かれてそれぞ

れの受講者が抜針役・患者役になり、看護師の方から受講者一人一人に丁寧に説明して頂きながらファン

トムを使って抜針の実習を行いました。実習終了後、講義に対する確認試験を行い、見事受講者全員が合

格され、小林会長から終了証書の授与が行われ、講習会が終了 

 講演の中で、患者からの放射線被曝の質問について、「大

丈夫ですよ」の一言で終わるのではなく、患者は被曝の何に

ついて不安に思っているのか（不妊、発がん等）を傾聴し、

確定的影響なのか確立的影響なのかを考え、患者と話をする

中で、その不安を解決していくことが大事である。また、そ

の根拠となるデータもしっかり持ち合わせ、職員全員が同じ

回答ができる体制を整えておくことの重要性を訴えられまし

た。患者の声に耳を向けるという、我々放射線技師の不得意

とする分野の技術を磨かなければならないと感じました。 

しました。 

 平成26年6月18日に地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための法律の整備に関する法律案（医療・介

護制度改正の一括法案）が成立し、25日に公布された直後の

講習会であったことから、今回受講された方の関心も高かっ

たと思います。また、この講習会を受講することで抜針に対

する知識・感染対策・副作用対策などいろいろ習得できたと

思います。皆様、お疲れ様でした。 
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診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー 開催報告 

益田地域医療センター医師会病院 青 木  早 和 
 

 平成26年8月2日（土）に、島根大学医学部附属病院カンファレンスルームにおいて、平成26年度診療

放射線技師のためのフレッシャーズセミナーが日本診療放射線技師会との共催で開催され、12名の方が

受講されました。受講対象は入職後1～3年目の診療放射線技師でした。今回受講された12名の皆様の中

には、同級生・同窓生が多く、セミナー開催前から「つながり」は、ばっちり！ 

 講義内容は、エチケット・マナー、医療コミュニケーション、医療安全、胸部撮影、気管支解剖、感染

対策、被ばく低減の7項目でした。今年度より、「医療コミュニケーション」「被ばく低減」の2項目が

新たに加わり、社会人として、医療人として、業務を遂行する上で必要な項目であり、現在患者様を含む

市民の皆様が気にされている問題に対して、診療放射線技師としての役割を示した項目であったと思いま

す。昨年に引き続き講師をされた皆様の講義は、大切なポイントはしっかりとおさえ、合間には笑いあり

と、時間を感じさせない内容でした。また、座学ばかりでは受講者の皆様が、そろそろ腰が痛くなるかな

？という時間帯には、体操付きの講義が組み込まれていたりと、講義の順番も考慮されたセミナーであっ

たと思います。ある講師の方が、後ろに座っているおじさん達には分かると思いますが「ひげダンス」と 

事業報告 

 

医療法人社団 日立記念病院 永見 健 
 

 奥出雲の山田勝志先生より引き継ぎしました、日立記念病院の永見健と申します。以前も一度書いた事

があると記憶していますが随分昔だったので忘れてしまいました。 

 学校を卒業してから現在の病院に勤務し32年になりました。出身は安来市内で兼業農家をしていますが

、専ら今年80歳になった母親が仕事していて、私は年に数回トラクターと田植え機に乗る程度です。そろ

そろ引き継ぎをしてやらないといけないなーと思っています。 

 妻は米子出身の検査技師で一つ上の姉さん女房で、同じ職場で知り合って一男一女をもうけることが出

来ました。その子供たちも医療職を選択し、長男は島根大学病院、長女は広島の医療現場で働いています

。早く結婚をして孫の顔を見せてほしいと思います。 

 趣味はテニスにスキ－、盆栽（さつきが主）に最近では出雲なんきん（めだか含む）です。何でも興味

を持ってしまうので自分でも困ってしまいます。ちょっと自慢？をすると、今最も話題になっている錦織

圭選手が小学校５年生の時に安来市のダブルス大会で対戦しましたが結果は0-6で完敗しました。当時彼

は、僕の肩くらいまでしか身長がなかったのですが、A級にもかかわらず既に決勝まで勝ち上がったほど

で 

 

                          Relay Essay 

気管支の8・9・10番を説明された時には、笑いをこらえるの

に必死でしたが、受講者の皆様には、この意味が分からないと

いうジェネレーションギャップにショックを受け帰路につきま

した。 

 講師として参加させて頂いたのですが、このセミナーが一番

必要であったのは私ではなかったかと反省しております。受講

者の皆様がこれから業務を行っていく上で、今回のセミナーで

得られた知識が役立つことを願っております。 

 受講者の皆様、講師の皆様、お疲れ様でした。 

の強さでした。出雲なんきんでは一度だけ県知事賞をとることが

できました。趣味のおかげで色々な人やすばらしい感動に出会え

てよかったなあと思います。職場のほうでは、今年４月より放射

線科を標榜する事となり、常勤放射線科医師1名、技師４名（２名

は鳥取県技師会所属）で、80列CT,フラットパネル透視装置を導入

し毎日が勉強の連続です。公私ともに自分にはもったいないくら

い恵まれた環境で生活でき幸運に思います。 

 次は同期生の雲南病院の野口悦現氏にお願いします。 
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平成26年度 福井県原子力防災訓練への参観報告 

         一般社団法人島根県診療放射線技師会 副会長 森脇  郁生 
 

 平成26年度福井県原子力防災訓練が、平成26年8月31日に高浜原子力防災センターと若狭町上中庁舎を

主会場として開催されました。当日は時折、小雨のぱらつくあいにくの天気でしたが、全国各地より多数

の方の参加もあり大規模での防災訓練となりました。 
 

【訓練想定】 

 平成26年8月31日、関西電力高浜発電所3号機において外部からの電源および発電所内の非常電源等が

喪失し補助給水系機能等が喪失したことにより全面緊急事態に至り、炉心損傷により放射性物質が放出

されたという想定で実施。 
 

【訓練内容】 

AM8時30分 

予防的防護措置を準備する区域(PAZ)の範囲の目安を概ね5kmとし、PAZ圏全住民の避難指示 
 

AM10時 

緊急防護措置を準備する区域(UPZ)の範囲の目安を概ね30kmとし、UPZ圏の一部地域住民の避難指示 
 

AM11時～ 

若狭町上中庁舎にて住民のスクリーニング・除染および自衛隊により避難車両の除染、ゲートモニタ

ーを使用した一般車両のスクリーニング 
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参観報告 

高浜原子力防災センター 全体会議風景 福井県を始め、近隣の滋賀県・京都府からも多くの
担当者を派遣。 

＝避難住民のスクリーニング風景＝ 

一次スクリーニング風景 セグメント法によるスクリーニング風景 

ゲートモニター 車両のスクリーニング風景 自衛隊により避難車両の除染 

一人に対して3分以内とあるが、実際3分以上かかっ
ていた。 

住民を不安がらせない
ため、帽子、マスク以
外は通常の勤務服で対
応。 

二次スクリーニング風景 
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 平成20年度にSARTで作成しました『放射線展用パネル』と、昨年度JARTで作成されました『レント

ゲン週間ポスター』を貸し出します。市民向けの病院行事や地域主催のイベントにご活用ください。 

 貸し出しを希望される会員様は、SART総務部まで、利用目的・利用日時・利用パネルをご連絡の上

、引渡し日時等の調整を行ってください。 

 

【23種類の放射線展用パネル（一部のみ掲載）】 

 

 

 

 

 
 

 
 

※ 平成20年度SART雑誌『放射線島根 No.87』に全パネルを掲載しておりますのでご覧ください。 
 

【13種類のレントゲン週間ポスター（一部のみ掲載）】 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ その他のポスターについては総務部へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 日本診療放射線技師会が、平成25年9月に発行しました『診療放射線技師の

ことがわかる本』150 冊が当技師会へ届いております。必要な会員様は総務

部までメールでご連絡ください。  

【お問合わせ先】 

  中島 清貴（一般社団法人島根県診療放射線技師会 総務部長）  

    E-mail： sart60mrchoffice@yahoo.co.jp 

    TEL：0852-24-2111（PHS 7180） FAX：0852-32-0513 

     〒690-8506  松江市母衣町200番地 松江赤十字病院 放射線科部 

mailto:sart60mrchoffice@yahoo.co.jp
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 平成26年度の会費納入期限は平成26年9月29日です。既に納入期限が過ぎておりますので、ご納入が

お済みで無い会員様は、早急にご納入いただきますようお願い申し上げます。 

 日本診療放射線技師会、島根県診療放射線技師会の両方にご入会されている会員様には、日本診療放射

線技師会より既に送付されています、会費払込票でご納入をお願いします。 

 会費払込票に記載されている振込期限は、コンビニでの支払い（お取扱い）期限です。郵便局では既存

の会費払込票での振込が可能ですので、郵便局から振込をお願い致します。 
 

【お問合わせ先】 

  勝田 和弘（一般社団法人島根県診療放射線技師会 財務部長） 

   E-Mail：kattakazu@gmail.com   TEL：0852-62-1635（放射線室直通） 

   〒699-0293 松江市玉湯町湯町1-2 独立行政法人 地域医療機能推進機構 玉造病院 放射線室  

  

 平成26年の予定 

11月1日   第1回MR 医療安全セミナー                 （出雲市） 

11月8日   あなたのための医療放射線展                （松江市） 

11月9日   第75回 Informal Meeting                （松江市） 

11月29日  第1回島根医療情報技術フォーラム              （松江市） 

12月6日   一般社団法人島根県診療放射線技師会福利厚生事業（ソフトバレーボール大会） （浜田市） 
 

 平成27年の予定 

3月1日   平成26年度一般社団法人島根県診療放射線技師会春季学術大会     （出雲市） 

                                  今後の予定  

                          会員登録情報  
 ご登録を頂いております会員情報（転入・転出、氏名、勤務先、自宅住所、連絡先など）に変更があり

ましたら、JARTホームページ内（http://www.jart.jp）のJART情報システムより、速やかに変更手続

きをお願い致します。なお、インターネット環境の無い方や手続きについてご不明な点、また島根県診療

放射線技師会にのみ会員登録をされておられます会員の皆様につきましては、総務部までご連絡ください。 
 

＊会員の皆様に会からの情報を速やかに発信するためにメールアドレスの登録をお願い致します。  

 

 第8回 山口マンモグラフィ講習会 技術部門 （一般社団法人山口県診療放射線技師会主催）  

 日 時 ：平成26年12月13日（土）8：30～14日（日）16：30 

  会 場 ：山口大学医学部 総合研究棟 

  ＊ 詳細は、山口県診療放射線技師会ホームページからリンクしている、第8回山口マンモグラフィ講習会  

     ホームページ （http://ds22.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~radtec/mg/index.html）をご確認ください。 

 診療放射線技師基礎技術講習 「血管撮影 （IVR）」 (島根県診療放射線技師会、鳥取県診療放射線技師会共催)  

 開催日：平成27年1月25日（日） 

 開催会場：松江赤十字病院 本館 6階 講堂 

   ＊ 詳細は、日本診療放射線技師会ホームページ（http://www.jart.jp/）をご確認ください。  

 平成26年度  一般社団法人島根県診療放射線技師会  西部地区研修会、秋季学術大会（IM合同開催）  

 日 時 ：平成26年12月7日（日）10：00～15：00 

  会 場 ：浜田医療センター   総合研修センター 

   ＊ プログラムは、決定後SARTホームページ（http://shimane-art.jp）にアップしますので、ご確認ください。 
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