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○平成23年度 第59回 社団法人島根県放射線技師会 臨時総会 

【開催日時】 平成24年3月4日㈰  15:00～16:00 

【会  場】 独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター 総合研修室 

  浜田浅井町777番地12  TEL 0855-25-0505 
 

○平成24年度 第60回 社団法人島根県放射線技師会 定期総会 

【開催日時】 平成24年5月13日㈰  10:30～12:30 

【会  場】 島根県立中央病院 2階 大研修室 

  出雲市姫原4-1-1  TEL 0853-22-5111 
 

○平成24年度 第61回 社団法人島根県放射線技師会 臨時総会 

【開催日時】 平成24年7月1日㈰  10:00～11:00 

【会  場】 島根県立中央病院 2階 大研修室 

  出雲市姫原4-1-1  TEL 0853-22-5111 
 

○平成24年度 第1回 社団法人島根県放射線技師会 理事会 

【開催日時】 平成24年4月7日㈯ 14:30～16:30 

【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  TEL 0853-22-5111 

【構  成】 20名（理事18名、監事2名） 

【出 席 者】  小林，森脇，吉岡，中島，勝田，加藤，和田，原，松井， 

       梶谷，山口，本田，佐藤，左田野，杉原，野口，松田 
 

○平成24年度 第2回 社団法人島根県放射線技師会 理事会 

【開催日時】 平成24年5月13日㈯ 14:30～16:30 

【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  TEL 0853-22-5111 

【構  成】 20名（理事18名、監事2名） 

【出 席 者】  小林，森脇，吉岡，中島，勝田，加藤，古川，和田，原，松井，梶谷，山口，佐藤 

    左田野，杉原，野口，松田 
 

○平成24年度 第3回 社団法人島根県放射線技師会 理事会 

【開催日時】 平成24年7月1日㈰  11:00～13:00 
【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  TEL 0853-22-5111 

【構  成】 20名（理事18名、監事2名） 

【出 席 者】  小林，森脇，吉岡，勝田，加藤，和田，原，松井，梶谷，栗山，山口，本田，佐藤 

      左田野，杉原，松田 

 

詳細につきましては、㈳島根県放射線技師会ホームページ(http://shimane-art.jp/）に掲載しており

ますので、ご参照下さい。 

 

     臨時総会・定期総会・理事会 
2012/10/1 
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社団法人島根県放射線技師会 

会 員 各 位 

 

 

 

 新公益法人制度の施行に伴い、法人移行へ向け準備を進めているところであります。現在の状況につ

きましては以下のとおりとなっております。 

 

１．一般社団法人移行の進捗状況について 

 一般社団法人移行申請に必要な公益インフォメーションへの入力が終わり、平成24年7月30日に公益

インフォメーションを通して電子申請を行いました。 

 現在、公益認定等審議会におきまして審査を受けており、指摘事項があれば修正を行っていきます。

最終的な答申が出るには、申請から最短でも約2か月を要すると言われており、秋ごろには結果が出る

ものと思われます。移行の認可が下りましたら、平成24年11月1日付で『一般社団法人島根県診療放射

線技師会』として設立登記を考えております。 

 年度途中での一般社団法人への移行となりますが、来年度は、創立60周年事業や第29回日本診療放射

線技師学術大会といった大きな事業が控えており、執行部としては早々の移行が会の運営にとって最良

と考えております。 

 今後、まだまだ作業は続くと予想されますが、執行部一丸となり、一般社団法人の認可に向けて努力

して参りますので、会員の皆様方のご理解とご協力を宜しくお願いいたします。 

 

２．一般社団法人認可後の予定について 

 公益認定等審議会におきまして、一般社団法人移行への認可が下りましたら、平成24年11月1日付で

一般社団法人としての設立登記を行い、登記日より新定款が施行されることとなります。 

 新定款第44条の事業年度は4月1日から翌年3月31日となっていますが、「一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の施行に伴い、特例民法

法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、新定款第44条の規定にかかわらず、解散

の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日が事業年度の開始日となり、一般社団法人移

行後の事業年度は、11月1日から翌年の3月31日となります。また、新定款第14条における定期総会は事

業年度終了後2ヶ月以内に開催することとなっており、平成24年11月1日付で一般社団法人へ移行した場

合は、平成24年12月までに、第62回定期総会（特例民法法人解散総会並びに一般社団法人設立総会）の

開催も予定致しております。 

 

 

 

       社団法人島根県放射線技師会 

       会 長  小 林  一 郎 

 

 

2012/10/1 

    法人移行へ向けての進捗状況報告 
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          事業報告 
診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー 
 平成24年8月18日（土）に、島根県立中央病院（出雲市）において『診療放射線技師のためのフレッシャ

ーズセミナー』を開催いたしました。本セミナーは、新たに診療放射線技師として勤務するフレッシャーズ

を対象とし、医療者にとって必要な医療安全、感染対策、エチケット・マナーの講座や、診療に対応できる

新人診療放射線技師として知っておくべき基礎知識とし、気管支解剖の講座を行いました。 
 今回は昨年に続いて2回目ということで、対象者を就職されて3年目までの方であれば、昨年受講された方

でも再受講を可能として開催をして、1年目の方が6名、2年目の方が4名、合計10名の参加がありました。

長時間のセミナー終了後には懇親会も開催し、夜遅くまで新人技師の方との交流を図ることができました。 
 このセミナーは、来年度も引き続き開催予定ですので、会員の皆様には新しく就職された方に受講を勧め

ていただけると喜びます。また、今回のセミナーには3名の未会員の方の参加があり、技師会への入会促進

の一役を担えたのではないでしょうか。 
 
 
 
 
  
 
  

                         
   
 

セミナープログラム・講師  
 12:30～12:40  開会挨拶  
 12:40～13:10  エチケット･マナー講座  島根県立中央病院    岩﨑 一人  
 13:20～14:20  医療安全講座     島根県済生会江津総合病院   森脇 郁生  
 14:30～15:30   感染対策講座      松江赤十字病院    古川 春美  
 15:40～17:40  気管支解剖講座    島根県立中央病院     吉岡 隆二  
            島根県立中央病院     山根 慎士  
  17:50～18:10   技師会活動について   松江赤十字病院     小林 一郎  
 18:10～18:20   入会案内      松江赤十字病院     中島 清貴  
 18:20～18:30   閉会挨拶  

        第28回日本診療放射線技師学術大会開催  

                         
   
 

 第28回日本診療放射線技師学術大会が9月28日から30日に於い

て、愛知県（名古屋）で開催されました。 
 3000名（懇親会に600名）を越す参加者が集い、熱のこもった議

論が展開され、最高の盛り上がりの中、終了いたしました。 
 

 次回、第29回日本診療放射線技師学術大会は、小林一郎 社団法

人島根県放射線技師会長を大会長とし、島根の地での開催が決定

しております。学会参加者2200名（懇親会400名）以上を目標に、

この一年、吉岡隆二実行委員長（社団法人島根県放射線技師会副

会長）のもと、実行委員一同一丸となり準備を進め、大成功を収

めたいと思っております。会員の皆様におかれましても、多大な

ご協力をお願いすることがあるかとは思いますが、宜しくお願い

いたします。 
 
 
 
  
 
  

2012/10/1 
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 島放技発23第52号 
 平成24年  2月  1日 
 

社団法人島根県放射線技師会 
 会 員  各位 

  
社団法人島根県放射線技師会 

会 長 小 林 一 郎 
 

社団法人島根県放射線技師会年会費の納入について（お願い） 
 

謹啓  
 向春の候、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24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 
 

㈳島根県放射線技師会、㈳日本放射線技師会、両会に加入されている会員 
１．会費納入期間 … 平成24年4月1日～平成24年9月30日  
２．会費納入額  … 24,000円（平成24年度合算会費額） 

島根県放射線技師会会費9,000円＋日本放射線技師会会費 15,000円 
島根県放射線技師会会費、日本放射線技師会会費を合算しての納入 

３．会費請求 
日本放射線技師会から納付書を送付 

納付書はゆうちょ銀行、コンビニにて支払い可能 
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を対応 

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24年3月発送予定 
 

㈳島根県放射線技師会、のみに加入されている会員 
１．会費納入期間 … 平成24年4月1日～平成24年9月30日 
２．会費納入額  … 9,000円（平成24年度島根県放射線技師会会費） 
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  ・社団法人島根県放射線技師会 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下さい（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)ｼﾏﾈｹﾝﾎｳｼｬｾﾝｷﾞｼｶｲ（社団法人島根県放射線技師会） 

６．請求時期   … 平成24年4月発送予定 
 

【お問合わせ先】 
勝田 和弘 社団法人島根県放射線技師会 財務部長 
 E-Mail：kattakazu@gmail.com  TEL：0852-62-1635（直通） 
 〒699-0293  松江市玉湯町湯町1-2 玉造厚生年金病院 放射線室 

 

      会費納入について 
2012/10/1 

mailto:kattakazu@gmail.com
mailto:kattakazu@gmail.com
mailto:kattakazu@gmail.com


（社）島根県放射線技師会 第２６２号 

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS 

9 

        Relay Essay 
                   島根大学医学部附属病院  小笹 健太郎 
 

 初めまして、同じ職場で同じ高校の先輩だった小玉紗弥香さんからバトンを受け取った、島根大学医学部附属

病院で勤務している小笹健太郎です。まだ、２年目の（ほぼ）新人技師なので知らない方も多いと思いますが、

『放射線島根No90』のp94に写真を載せて頂いているので、ぜひ覚えて頂き、勉強会や学会等で見かけたら、声を

かけて頂けると嬉しいです。 

 小玉さんは２コ上なので高校のどこかで会っていたかもしれませんが、何せ人数が多かったので働き始めるま

で知りませんでした。高校のときは、バタデンで片道40分で通ったり、ケッタで２時間近くかけて行ったりして

いました。 

 大学は、岐阜県の関市という刃物で有名な田舎街にある岐阜医療科学大学という所に通っており、天然寺とい

う学生間では知らない人はいないほど有名なお寺？寮？に住んでいました。あなたの剃刀もきっと関市ブランド

ですよ。そして、岐阜県には、北部の方に世界遺産の白川郷があったり、日本三名泉の下呂温泉があったりと意

外と魅力的な所です。白川郷のあの家の中はなんと意外にも５階建てなんです！驚きです！ぜひ、１度見に行っ

てみてください。そして、温泉に入って癒されてください。 

 大学生活は田舎暮らしでのんびり生活する一方、１時間半で名古屋に遊びに行けるので、生活は充実していたと

思います。休日には、競馬を見に行ったり徹夜で麻雀したりと２、３日寝ない日も多々ありました（今は無理で

すが）。そして、寮では気まぐれな猫と一緒に暮らしていました。学校やお出かけしていた昼間はどこかにお出

かけし、食事と睡眠のときは部屋に戻ってきてました。ペットと暮らす生活は大変ですが癒されるので、これか

らも続けていきたいです。ちなみに今は、猛犬のラブラドールを 

飼ってます。 

 最後に岐阜の白川郷の写真と大学時代に飼ってた猫の写真を載 

せて終わりたいと思います。 

 そして、次回のRelayEssayは、家から徒歩１分の頼れる病院、 

出雲市立総合医療センター 画像検査科の安食浩二さんにバトン 

タッチします。よろしくお願いします。 

 

  

2012/10/1 

                            今後の予定  
第8回中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2012in 愛媛） 
 期 日：平成２４年１０月２７日（土）・２８日（日） 
 会 場：松山市総合コミュニティーセンター（愛媛県松山市湊町七丁目5番地） 
＊島根県から多数の演題登録並びに学会・懇親会参加を宜しくお願いします。 

レントゲン週間事業 あなたのための放射線展（主催：社団法人島根県放射線技師会） 
 日 時：平成２４年１１月３日（土）１０：００～ 
 会 場：ゆめタウン浜田（浜田市） 
＊当日お手伝いを頂ける会員様は、総務部までご連絡をお願いします。 

平成24年の予定 
10月  第23回医師会まつり（パネル展示・あなたのための放射線展）       （益田市） 
12月  島根県西部地区研修会                    （西部地区） 

平成25年の予定 
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） （出雲市） 
3月3日  一般社団法人島根県診療放射線技師会春季学術大会           （西部地区） 
3月   胃がん検診従事者講習会                   （松江市） 

                      表彰報告 
㈳島根県放射線技師会の会員様が表彰を受けられましたのでご報告をいたします。 

■ 叙勲 瑞宝双光章  景山良夫 先生（平成24年6月5日受賞） 

■ 厚生労働大臣表彰  大屋俊男 先生（平成24年6月2日受賞） 
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