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         会 告 

 

第64回定時総会  公示 

 

平成 2 6 年 5 月 1 日 

一般社団法人島根県診療放射線技師会 

会  長  小 林 一 郎 

 

平成26年度一般社団法人島根県診療放射線技師会第64回定時総会を定款14条･15条に基づき 

下記のとおり開催いたします。 

 

記 

 

日 時  平成26年5月25日㈰ 13:00～15:00 

会 場  松江赤十字病院 本館6階  講堂 

                〒690-8506  松江市母衣町200番地 

                 TEL.  0852-24-2111 

  

＊ 総会に出席の際には、別送の総会資料をお持ちください。 

 

 
 
 

総会欠席時における委任状提出のお願い 

 

 一般社団法人島根県診療放射線技師会は、県の監督のもと定款に則って運営をしています。会の運

営には総会は重要な会であり必ず成立させる必要があります。成立のためには会員の出席もしくは委

任状が不可欠となります。可能な限り参加を希望しますが、やむを得ず出席が出来ない方は、別送の

委任状を必ず提出して頂きますようお願いします。 
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         会 告 

昼食を準備いたします。 

総会資料に同封の返信ハガキで確認をいたしますので、〆切までに投函ください。 
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 平成 26 年 5 月 1 日 

一般社団法人島根県診療放射線技師会 

会  長  小 林 一 郎 
 

平成 26 年度  静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会 

    主催  公益社団法人日本診療放射線技師会 

 

第2回静脈注射（針刺しを除く）講習会の島根県開催のご案内 
 

 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」において、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

ます。これに伴い、島根県においても静脈注射（針刺しを除く）講習会を下記のとおり開催します。 

記 

  講 習 会 静脈注射（針刺しを除く）講習会 

  日   時 平成26年7月13日㈰ 9:00～17:00 

  会   場 松江赤十字病院 本館6階 講堂・会議室 

  受 講 料 2,000 円（非会員 10,000 円） 

  定   員 50 名 （申し込み順、定員を超える時は検討します） 

  申込方法 JARTホームページ（http://www.jart.jp/）情報システム内のイベント 

   参加申込メニューから申し込んでください。申込み後JART から受講料 

   払込用紙が送られてきます。 

  申込期間 平成26年5月1日㈭ から申込みができるように準備中です。 

  お問合せ 総務部まで 

 

講習会プログラム 

 9:00～ 9:20  受付 

 9:20～ 9:30  開会式、オリエンテーション 

 9:30～10:15 【講義／DVD 放映 45】静脈注射に関わる診療放射線技師の法的責任 

   絶対的医行為、相対的医行為 

10:15～11:00  【講義／DVD 放映 45】薬剤に関する知識 

   造影剤の基礎知識、薬物動態、副作用、禁忌 

11:10～12:10  【講義／DVD 放映 60】合併症の対応 

   アナフィラキシーショック、静脈炎、血管外漏出、抜針時の注意 

12:10～13:10  昼食 

13:10～14:10  【講義／DVD 放映 60】静脈注射と感染管理 

   注射の清潔操作、血管留置カテ、感染防止、針刺し事故対策 

14:10～14:30  休憩（準備） 

14:30～16:00  【実習／演習 90】抜針の実際、シミュレータを用いた実践 

16:10～16:25  【確認試験 15】筆記方式、解答には鉛筆が必要です。 

16:40～17:00  修了式、修了証書授与 
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○平成 25 年度 第 5 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3月16日（日）17:30～18:30 

  【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】 17名 
 

○平成 26 年度 第 1 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4月19日（土） 14:00～16:30 

  【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】 15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。 

理事会 

第1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25年度静脈注射（針刺しを

除く）講習会が平成26年3月16日（日）に島根県立中央病院で開催されました。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17時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。受講された皆様が熱心に聴講し、メモを取っておられました。実習は、島

根県看護協会から講師として3名の看護師の方にお越し頂き、一通りマニュアルに沿って説明をして頂きまし

た。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。見ると行うとは大違いで、皆さん戸惑

いながらの実習でした。その後、講義に対する確認試験を行いました。見事受講者全員が合格し、小林会長か

ら終了証書の授与が行われ、講習会が終了しました。 

 まだ法的な整備が整っていないので、この講習を受けたから直ぐに抜針できる訳ではありませんが、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。 

 来年度も講習会を予定しておりますので、今回受講出来なかった方は是非受講して頂きます様、宜しくお願

い致します。皆様、お疲れ様でした。 
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一般社団法人島根県診療放射線技師会 創立60周年記念事業開催される!! 

（記念講演 筝曲演奏 記念式典 記念祝賀会 盛会に開催） 

 
 平成26年3月1日㈯に松江市のホテル白鳥「鳳凰の間」において、一般社団法人島根県診療放射線技師

会創立60周年記念事業が開催されました。溝口善兵衛島根県知事様をはじめ多くのご来賓の皆様にご臨席

を賜り、盛会に執り行われました。 
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           事業報告 

記念講演 

橋本 道男 先生 

筝曲演奏 

記念祝賀会 

記念式典 

中澤 靖夫 先生 

中澤靖夫先生（公益社団法人日本診療放射線
技師会  会長）の特別講演と橋本道男先生
（島根大学医学部環境生理学 准教授）の市
民公開講演を開催しました。 
 

板倉佳苗様（島根大学医学部附属病院）を代
表とした『琴・アンサンブル「華」』による、
筝曲演奏が行われました。 
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平成 25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  開催 !! 
 
 平成26年3月1日（土）に松江市のホテル白鳥「鳳凰の間」において、平成25年度一般社団法

人島根県診療放射線技師会 春季学術大会が開催されました。4名の会員様による研究発表があり

、活発な質疑応答が行われました。 

 また、特別講演（Radtec Forum共催）として、島根大学医学部附属病院の金山秀和先生を講

師に「Autopsy imagingを経験して」と題し、島根県で唯一設置されているAiセンターの紹介

と取り組みについて講演していただきました。 

 
 会員研究発表   座長： 原 真司 島根大学医学部附属病院 放射線部 
 

1. 身近な放射線源とGMサーベイメータを用いた放射線教育について 

                  島根大学医学部附属病院 放射線部 原 真司 
 

2. 高分解能CT装置の空間分解能に関する基礎的検討    松江赤十字病院 放射線科部 新﨑 英貴 
 

3. 当院におけるコリメータ(LEHR・ELEGP)の比較検討－新規薬剤DAT SCANの開始にあたって－ 

     松江赤十字病院 放射線科部 川副 敏晴 
 

4. 検出器更新による被ばく線量低減の検討        島根県立中央病院 放射線技術科 中島 由佳梨 

 

 

 

 

 

 

 

 Radtec  Forum 共催（協賛： エーザイ株式会社） 

  特別講演   座長： 梶谷 尊郁 島根大学医学部附属病院 放射線部 

   『  Autopsy  imagingを経験して 』 

島根大学医学部附属病院 放射線部 金山 秀和 先生 
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         春季学術大会 
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町立奥出雲病院 山田 勝志  

 

 奥出雲病院の山田勝志と申します。以前は検診会社に勤務しておりましたので、北は岩手県、南は鹿

児島県と、1年の半分は、出張検診の日々を過ごしていましたが、奥出雲病院にきて15年が経ち、今では

根を張って日々の業務をこなしています。 

 そして赴任して3年目で、こちらの方と結婚をして子供が3人の子持ちとなってしまいました。真ん中

の男の子は、右隻腕で授かりました。初めは、戸惑うことばかりでしたが、すくすくと育ち、小学校か

ら剣道を始めました。指導される先生にご迷惑をかけてはいけないと思い、私も一念発起して剣道を始

めました。その子供も、今では中学3年生、まわりの方の支えもあって、大会でも上位を脅かすようにな

り強くなった反面、稽古では、息子の技に押されるようになり、親としてはうれしいような、悲しいよ

うな感じです。最近では、家族で試合観戦や、泊まりがけで出稽古に行くことが楽しみの一つです。 

 このごろは、あまり研修会にも参加する機会がめっきり少なくなってしまいましたが、暖かくなって

きましので、また足を運ぶように努力いたします。 

 次は、消化管撮影のご縁で、古くからお世話になっております。 

日立記念病院の永見先生にお願いします。 

 

 

                       CSFRT2014 in 岡山  

中四国放射線医療技術フォーラム2014 開催案内 
 

1. 日 時  平成26年10月4日（土），5日（日） 
 

2. 会 場  岡山コンベンションセンター 

 〒700-0024 岡山市北区駅元町14番1号 

      TEL：086-214-1000 
 

3. テーマ  未来へつなぐ一歩 
 

4. 参加費  会員 5,000円  非会員 8,000円 

      学生 無 料（当日学生証の提示要） 

      ※ 但し、会員である社会人学生は会員扱い。 
 

5. 情報交換会参加費（事前の予約登録が必要） 

      会員・非会員 6,000円 

      学生 4,000円 （当日学生証の提示要）  

      ※ 但し、会員である社会人学生は会員扱い。 

 

 詳細は学会HP（http://csfrt2014.umin.jp/）をご確認ください。 

 

＊島根から多数の演題登録ならびに、学会・懇親会の参加をお願い致します。 

＊2016年にCSFRTが島根で開催されます。会員皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

 

  

 

  

http://csfrt2014.umin.jp/
http://csfrt2014.umin.jp/
http://csfrt2014.umin.jp/


一般社団法人 島根県診療放射線技師会 第２６５号 

                 第30回 JCRT・第24回 EACRT 

2014/5/1 

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS 

9 

 

第 30回日本診療放射線技師学術大会 

第 21回東アジア学術交流大会 
 

1. 日 時 平成26年9月19日㈮～21日㈰ 

2. 会 場 別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza 

    〒874-0828 大分県別府市山の手町12番1号 

    TEL 0977-26-7111 
 

3. テーマ  国民・医療者と協働し、質の高い医療を提供しよう 

     “調和がもたらす至極の業” 
 

4. 参加費  会 員 8,000円（当日12,000円） 

   非会員 12,000円（当日18,000円） 

       学 生 2,000円 

        （診療放射線技師養成機関の学生で技師免許未収得者に限る） 
 

5. 情報交換会 参加費 8,000円（当日10,000円） 

      日 時 平成26年9月19日㈮ 19:00～  

        会 場 ビーコンプラザレセプションホール 
 

6. 事前参加登録期間  平成26年2月3日㈪～7月31日㈭終日 
 

 詳細は大会HP（http://www.c-linkage.co.jp/30jcrt/ja）をご確認ください。 

 

 ＊島根県から多数の演題登録（登録期限：平成26年5月16日㈮正午まで）ならびに、 

  学会・懇親会の参加を宜しくお願い致します。 

 

 

 平成26年の予定 

5月25日  一般社団法人島根県診療放射線技師会 春の学術講演会        （松江市） 

5月25日  平成26年度  一般社団法人島根県診療放射線技師会 第64回定時総会    （松江市） 

7月13日  第2回静脈注射（針刺しを除く）講習会（島根県開催）       （松江市） 

      ※ JARTホームページよりイベント参加登録を行ってください。 

7月19日  診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー         （未 定） 

11月   あなたのための放射線展                 （東部地区） 

 平成27年の予定 

1月下旬  JART診療放射線技師基礎技術講習『血管撮影（IVR）』       （未 定） 

2月   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） （西部地区） 

3月1日  一般社団法人島根県診療放射線技師会春季学術大会         （未 定） 

                                  今後の予定  
第1回 Iwami Breast Meeting “ IBM ” 

 日 時：平成26年6月21日（土） 13:00～ 

 会 場：浜田医療センター  2階  総合研修センター 

 特別講演 「なるほど、こんな病理だからこんな画像」 

          講師；名古屋医療センター 病理部 森谷 鈴子 先生 

開催案内 

http://www.c-linkage.co.jp/30jcrt/ja
http://www.c-linkage.co.jp/30jcrt/ja
http://www.c-linkage.co.jp/30jcrt/ja
http://www.c-linkage.co.jp/30jcrt/ja
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事     務      連     絡 
平成 26 年 4 月 1 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 
  

一般社団法人島根県診療放射線技師会年会費の納入について（お願い） 
 

謹  啓 
 向暑の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は本会の運営に対し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 
平成26年度会費を下記のとおりご請求を申し上げます。 
何卒ご理解とご協力を賜りまして納入期限までに納入頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 
                                          謹  白 

 
一般社団法人島根県診療放射線技師会、公益社団法人日本診療放射線技師会、両会に加入されている会員 

1. 会費納入期間 … 平成26年4月1日～平成26年9月29日  

2. 会費納入額  … 24,000円（平成26年度合算会費額） 

      島根県診療放射線技師会会費 9,000円＋日本診療放射線技師会会費 15,000円 

      島根県診療放射線技師会会費、日本診療放射線技師会会費を合算しての納入 

3. 会費請求 

   日本診療放射線技師会から納付書を送付 

     納付書はゆうちょ銀行かコンビニにて支払いが可能 

     銀行振替による支払いも手数料本人負担で可能 

     口座引き落としも合算請求に対応 

4. 手 数 料 

   ゆうちょ銀行、コンビニ、口座引落（本人無料、日放技負担） 、 銀行振替（本人負担） 

5. 請求時期   … 平成26年4月納付書発送済み 
 

  ＊合算請求伝票で会費をお支払いただきますと、JART情報システムで会費納入済みと確認できます。 
  ＊受領書はJART情報システムで会費納入済みとなるまで大切に保管しておいてください。 
 

一般社団法人島根県診療放射線技師会、のみに加入されている会員 
1. 会費納入期間 … 平成26年4月1日～平成26年9月30日 

2. 会費納入額    … 9,000円（平成26年度島根県診療放射線技師会会費） 

3. 納入口座 

   銀  行  名；山陰合同銀行 本店営業部    店番号 ； 001 

   口座番号；（普通）2471947 

   口  座  名；一般社団法人島根県診療放射線技師会 会長 小林一郎 

4. 推奨納入方法 

   山陰合同銀行ATM扱いで、キャッシュカードによる山陰合同銀行本支店からの振込 

  （振込手数料は金額に関わらず無料） 

  【ご注意】 

   ATM扱いの現金による振込、窓口からの振込、他銀行からの振込等は振込手数料が必要となります。 

5. 振替口座による納入方法 

   払込取扱票をご利用ください（振込手数料は利用者負担です） 

   銀  行  名；ゆうちょ銀行松江店 

   口座番号； 01350－3－97978 

   加入者名；ｼｬ)ｼﾏﾈｹﾝｼﾝﾘｮｳﾎｳｼｬｾﾝｷﾞｼｶｲ（一般社団法人島根県診療放射線技師会） 

6. 請求時期  … 平成26年5月発送予定 

 

 【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  

会費納入について（納入期限 9/29） 
2014/5/1 

mailto:kattakazu@gmail.com
mailto:kattakazu@gmail.com
mailto:kattakazu@gmail.com
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               総務部からのお願い 

事  務  連  絡  

平 成 2 6 年 4 月 1 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 

  総務部長 中 島 清 貴 
 

総務部より会員情報把握のためのお願い 
 

 平素より会務運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。総務部といたしましては、常日頃より

円滑な会務運営のため、正確な会員情報の把握に努めております。しかし、全会員様の情報を正確に把握で

きていないのが現状です。 
 

 そこで、会員の皆様にお願いがあります。転入・転出、氏名、勤務先、自宅住所、連絡先など、JARTへ登

録されております会員情報に変更がありましたら、JARTホームページ内のJART情報システムをご利用いただ

き、速やかに変更手続きをお願い致します。ただし、退会をされる場合には退会届を島根県診療放射線技師

会総務部まで、ご提出していただく必要がありますのでご注意ください。 

 JATRホームページ（http://www.jart.jp）内のJART情報システムをご利用いただくには、パスワードの取

得が必要になりますが、本人様の会員情報の照会や変更が可能となります。総務部といたしましては、イン

ターネット環境のある方には会員システムを積極的にご利用いただきたいと考えております。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がありましたら、ご遠慮なく総務担当・中島までご連絡くださ

い。また、変更届の用紙をご利用される場合には、総務担当・中島までご郵送いただきますようお願い致し

ます。 

 なお、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、従来通り

変更届などの用紙を総務担当・中島までご郵送頂きますようお願い致します。 
 

 今年度も島根県診療放射線技師会ならびに日本診療放射線技師会へのご理解ご協力を宜しくお願いします。 
 

  【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 

 

 
        ホームページ更新 

2014/5/1 

 島根県診療放射線技師会のホームページを、平成26年3月1日に

リニューアル（URLは今までと同じ）しました。新ホームページを

ご確認ください。 

 会員の皆様に、分かり易く・見やすいホームページを作成し、

公益性を持った情報発信を行っていこうと思いますので、宜しく

お願いします。 

 ホームページに掲載する各モダリティ等の研修会・勉強会の情

報やホームページに関するご意見等がございましたら、ホーム

ページ委員・佐藤までご連絡をお願いします。 

【お問合わせ先】 

   佐藤 司  一般社団法人島根県診療放射線技師会 厚生部長（ホームページ委員長） 

     E-mail  mao.quoria@gmail.com TEL 0854-32-2121   FAX 0854-32-2125 

     〒692-0404 安来市広瀬町広瀬1931番地  安来市立病院 放射線技術室 

http://www.jart.jp/
mailto:sart60mrchoffice@yahoo.co.jp
mailto:mao.quoria@gmail.com



