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春季学術大会春季学術大会

春季学術大会開催される!!
３月８日、島根県江津済生会総合病院講堂にて平成20年度(社)島根県放射線技師会春季学術
大会が開催されました。午前は7名の会員の研究発表があり、活発な質疑応答が行われました
また、2008RSNAの報告やITに関するミニレクチャーもあり盛り沢山の内容でした。午後は患
者さんの満足度はもちろん、一緒に働くスタッフの満足度も向上させる接遇のテクニックを実

技も含めて研修しました。

・会員研究発表 座長：島根県江津済生会総合病院 山口裕三

１「当院における乳がん検診の現状」松江市立病院 南京貴広

２「一般撮影装置の不変性試験をおこなうにあたって判ったこと」松江市立病院田代真人

３「ディジタルマンモグラフィー（PCM)の画質評価」島根大学医学部附属病院石井美枝
４「汎用X線診断装置CUREVISTAの使用経験」島根大学医学部附属病院 大原一志

５「当院における経皮的椎体形成術」島根県江津済生会総合病院森脇祐介

６「当院における画像参照システムの変遷」益田地域医療センター医師会病院 山田和幸

７「心臓CTにおける再構成関数の物理評価」島根大学医学部附属病院矢田伸広
８「2008RSNAに参加して」島根大学医学部附属病院 原真司

・ミニレクチャー

「ITスキルアップセミナー」島根大学医学部 内田幸司

・ CSFRT2009のご案内 CSFRT2009実行委員 吉岡 隆二

・ランチョンセミナー

「MRI用肝臓造影剤EOB・プリモビスト注シリンジのトピックス」
バイエル薬品株式会社 鳥越 保先生

・特別講演 座長：島根県江津済生会総合病院 山口裕三

「外部顧客・内部顧客の接遇満足度を向上させる」

株式会社エバルス医薬営業本部営業サポート部吉田孝子先生
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会会 告告

第56回 定期総会の公示

社団法人島根県放射線技師会第56回定期総会を
定款22条・23条に基づき下記のとおり開催いたします。

期 日 平成21年4月26日（日）
開 会 10：00 ～ 12：00
会 場 島根県立中央病院 2階 大研修室

※ 定期総会のご出欠席および委任状の返信ハガキを4月20日(月)【必着】でご返信ください。

※ 委任状は総会議案集とともに送付いたしております。

※ 新入会員も含みます。

※ 当日は、総会資料をご持参ください。

－お問合せ先－

〒690-8506 島根県松江市母衣町２００ 松江赤十字病院 放射線科部内

社団法人島根県放射線技師会 総務部長 加藤秀之

Tel ：0852-24-2111（内線 2718） Fax ：0852-24-2125

E-Mail : sart07_kato@yahoo.co.jp

外来駐車場（無料）をご利用いただき、時間外入口からお入りください。

時間外入口
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（社）島根県放射線技師会平成２０年度第３回理事会報告

日 時 平成２１年１月１０日（日）１６時～１７時

会 場 出雲市 島根県立中央病院 放射線技術科職員控室

出席者 小林一郎 岩﨑一人 森脇郁生 加藤秀之 池田秀樹 原真司 吉岡隆二 山田和幸

本田雅人 原元益夫 杉原加誉子 石田知大 永海智之 小川重行 加藤三千夫

左田野恵三 野口現悦

委任者 大岡敏彦

議事に先立ち、加藤総務部長の司会により構成員の２分の１以上の出席もしくは委任があることから

会議の成立が報告された。議長として森脇郁生副会長が選出された。議事録署名人に原真司氏、池田秀

樹氏、書記に石田知大が選任された。

【審議１】新公益法人移行に伴う定款の見直しについて

直前に行われた常務理事会で継続審議となったため、今回の議題からは取り下げられた。

【審議２】顧問税理士契約について

小林会長より、公益社団法人移行に伴う新会計基準を満たすための相談と指導及び監督官庁等への提

出書類の確認、指導及び、財務処理の迅速化、財務部の負担軽減を目的として税理士の岩﨑清吉郎氏（

仁村税理士事務所）に顧問契約を依頼したいと提案があった（顧問料は５万円程度）。定款により「顧

問」は総会の承認が必要との指摘があり（総務部長）、次回総会に諮ることとし、了承された。

【審議３】会費免除に関する規程の改正について

小林会長より、今年度第1回理事会より継続審議となっている会費値上げに伴う新卒入会者への負担軽
減について、会費免除に関する規程の第5条に追加として「新卒新入会員の負担軽減を目的とし、資格
取得年度に本会へ入会する者は理事会の承認に基づいて、社団法人島根県放射線技師会新入会費を免除

することができる。」「付則６．この規程は、平成２１年１月１０日に改定する。」としたいとの提案

があった。総務部長より新卒新入会員が入る度に理事会で承認するとなると新入会員の会費納入は理事

会の承認を待ってからになり迅速に入会処理ができないのではとの意見があり、資格確認及び免除の記

録が残れば良いとの意見から「理事会の承認に基づいて」を削除することとなった。また、発効の期日

を明記する必要があることから附則６を、「この規程は、平成２１年１月１０日に改定し、平成２１年

４月１日より施行する」とし了承された。

【審議４】平成２１年度第５６回定期総会に関する日程について

会長から、司法書士より会計年度を考慮し総会の日程を約１ヶ月早める方が良いとの指摘をうけ、第

５６回定期総会を４月26日（土）とし、それに合わせて役員および監事の選挙公示を1月下旬に、第5回
常務理事会を3月8日（日、春季学術大会後）、事業監査および会計監査を4月4日（土）、２１年度第１
回理事会を４月４日（土、内容は選挙管理委員会報告、財務報告、議案集最終確認、第５６回定期総会

関連とする）、議案集の発送を４月１０日頃としたいとの提案があり、全員が了承した。

また、会長より定期総会について例年であれば午前中に講演などのイベントを行い午後に総会を行っ

ているが来年度は総会のみとしたいとの提案があった。これについて加藤総務部長より、イベントを企

画する事により事業費として処理ができるため、公益法人化の会計基準を満たす助けとなるのではない

かとの意見があった。会長より、日程が厳しい点と選挙を含めた総会に時間を要することから午前中に

総会を行い、午後から理事会を行うことで理解を得たいとの意見が述べられた。これについて、全員が

了承した。

【各部報告】【その他】特になく、理事会は閉会となった。

以上

第３回第３回 理事会理事会
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（社）島根県放射線技師会 平成２０年度 第５回常務理事会報告

日 時 平成２１年３月８日（日）15：15～16:45

会 場 島根県済生会江津総合病院 講堂

出席者 小林一郎 岩﨑一人 森脇郁生 池田秀樹 石田知大 大岡敏彦 加藤三千夫 加藤秀之

左田野恵三 永海智之 原元益夫 原真司 本田雅人 吉岡隆二 山田和幸 野口悦現

【報告】

１．ＪＡＲＴ理事会報告として、日本放射線技師会会費納入状況および第24回放射線技師総合学術大会の

報告があった。詳細は後日資料にて配布する（小林会長）。

質問等なし。

２．会員動向調査の結果として、回収率60％であり内変更を要したのは60％であった。変更の数からも会

員情報の追跡には会員の協力と会としての追跡調査への努力が必要である。回収率が60％程度ではある

が、総会前の調査を含めると年度内に2回の調査を行っているため、今回の調査をもって現在の会員情

報を基本とする。今後も会員への協力を呼びかけ、正確な会員情報の把握に努めたい（加藤総務部長）

質問等なし。

３．日本放射線技師会の勤続30年表彰について、県技師会の申請に基づいて6名全員の表彰が決定された。

対象者は、第25回放射線技師総合学術大会（鹿児島市）にて表彰される予定である。表彰者は、知野見

誓一氏、城市郁夫氏、野津泰一氏、山本豊氏、山崎達夫氏、伊藤守氏である（小林会長）。

質問等なし。

４．求人の依頼がＪＡ島根厚生連（松江市）と林整形外科医院（出雲市）の２施設よりあった。特に問題

はないのでホームページに掲載する事とする（小林会長）。加藤総務部長から追加報告として、松江記

念病院（松江市）からも依頼があり、すでにホームページに掲載した。

質問等なし。

５．選挙管理委員会（委員長 山下猛氏）より、平成21年度の理事および監事改選について2月19日から2

月27日の間に立候補受付を行ったが、届出がなかったため選挙管理規程第5条2項に従い理事会推薦者に

対する信任投票とする事との報告があった。理事会推薦については、会長と副会長の方針としては現体

制維持とし、今後速やかに検討し理事会に諮る予定である（小林会長）。

質問等なし。

６．平成21年度の当県技師会勤続20年表彰者について、厚生部から7名の候補者が報告された（古川春美氏

、森山信次氏、加藤三千夫氏、池田秀樹氏、廣江智亮氏、青山浩文氏、福井祝雄氏）。すでに退会した

会員も含まれているため再度確認をして、手続きを進める。総務部での確認の後、案内状を送付する予

定である（小林会長）。これに対し、加藤総務部長から勤務年数ではなく入会を基準にしてもよいので

はないかとの提案があり、今後検討する事となった。

その他質問等なし。

【審議】

１．平成21年度定期総会（4月26日）関連

小林会長より、総会に関連した今後の予定について説明があった。4日11時より監査会（場所；島根

県立中央病院技師控え室、参加予定者；監事、会長、副会長、総務部長、財務部長）、同日13時30分よ

り理事会（島根県立中央病院技師控え室）を行う。理事会の内容は、選挙管理委員会報告、財務報告、

議案集の確認、定期総会の準備打ち合わせとする。議案集および定款改訂案の発送については4月10日

までに終える予定である。

第５回第５回 常務理事会常務理事会
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関連して、この予定をふまえて会報の発行は3月中とするのか議案集に同封するのか広報部長に意見が

求められた。吉岡広報部長から議案集と同封としたいとの提案があり、了承された。また、委任状に

ついては葉書での郵送とするとの提案が小林会長よりあり、了承された。

２．定期総会議案集について

素案をもとに審議がなされた。小林会長より、理事会で決定された諸規定の改定（新卒新入会員の

会費免除規程）について記載をするべきか口頭での説明でよしとすべきか意見が求められ、記録とし

て残すことも考慮し記載することで決定した。加藤総務部長より、顧問に就任については定款により

理事会の推薦に対して総会の承認が必要なため議案項目とする必要があるとの指摘があり、第7号議案

とすることとなった。その他、表現や内容修正はあったが大きな項目等の変更はなかった。

３．新公益法人化にむけた定款改定について

第4回常務理事会以降に内容に関わる意見が無かったとの報告が小林会長よりあった。加藤総務部長

から前回指摘した内容として再度第6条の入会について入会処理の迅速化のため理事会承認を会長承認

に出来ないかとの質問があった。この点については、行政機関に確認をすることとなった。その他の

審議は、文面表現についての指摘であった。

４．財務状況について

池田財務部長から資料を基に中間報告があった。今年度の財務の状況は良好であり問題はないとの

報告であった。来年度からは、新公益法人化に対応した財務管理が必要であり、今までと大きく異な

る点は、前年度予算に対する予算書を作成する点にあるとの説明があった。新基準では過年度会費は

事業活動収入には含まれないこと、公益法人化に必要な公益事業費の対象支出の説明があった。これ

について、資料を基に審議が行われた。岩﨑副会長から事務局費は公益事業費に含まれるのではない

かとの意見があり、再度確認することとなった。池田財務部長から公益事業費の計上について、各部

の事業について提案がないかとの質問があった。本田企画部長よりパネル展示を企画したいとの提案

があった。具体的には、大田市開催を念頭に世界遺産となった石見銀山散策とパネル展示を合わせて

行いたいとの提案であった。小林会長から提案としては良いと考えるが、来年度の事業日程として難

しい点もあるので、日程を調整して提案をしていただきたいとの要望があり、検討する事となった。

小林会長より、松江記念病院から被ばく低減認定施設の承認を得たいとの相談があり、これについて

技師会としては研修会などを企画し協力をしたいと考えており、事業化したいとの提案があった。こ

れに対し、前向きに検討することとなった。加藤総務部長から、予算計上としては難しい点もあるが

、紹介等によって生じる施設間での画像データ交換について、調査および情報提供を行ってはとの提

案があった。これについては、各施設で苦慮していることも多く、公益性もあり継続的な事業として

提案できる事から前向きに検討することとなった。ただし、予算計上として具体的な費用性がないた

め来年度は企画を進めることとし、予算化は行わないこととなった。総括して、パネル展示と医療被

ばくに関する研修を予算化することとなった。

以上

第５回第５回 常務理事会常務理事会
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公立邑智病院 左田野 恵三

島根大学医学部附属病院の梶谷尊郁さんからリレーを受け継いだ、公立邑智病院の 左田野

（さ だ の ）です。邑智病院ってどこ・・・？って、知らない方がおられると思いますので

場所を紹介します。西日本最大級のスキー場、瑞穂ハイランドまで車で約１５分。広島県に近く仕

事が終わってちょっと頑張れば広島戦のナイターまでには間に合うくらいの所に位置する邑南町（

旧石見町）です。と、言っても分かりませんよね！で、地図を観てください。ここは、なぜか人口

の割には診療放射線技師の方が多く島根県内では東部・西部に立派な先輩方がいらっしゃいます。

で、何を書けばいいのか考えているとなかなか書けず・・趣味は、海釣りです。いつか東部の

○○○病院の○○○さんになぜ君はそんなに色が黒いのかって聞かれた事がありますが、（色々な

人に聞かれます）海釣りが趣味で・・・って答えたら、あっ！そうかって納得してもらったような

気がします（私の思い込み？）。春はエギング（アオリイカ）・夏はＭｙボートでのコチ・キス・

ヒラメ釣り、秋には磯からのヒラマサ・ワカナ釣り（自己ベスト ヒラマサ 磯釣り８８．５ｃｍ

６ｋｇ）をし、数年前までは、春は隠岐の島・冬は長崎県の男女群島・五島列島と一年間釣りに行

っていましたが、ここ数年は、近海に年２・３回しか行けなく磯釣りから勝負の速い船釣りに変わ

っています。それで、少しは色白になったような気がしますが・・・

最近の土日は、ほとんど朝からグランドに立っています。息子が野球好きで小学校２年から少年

野球に入ってしまい、今年は野球を全く知らない私がコーチを引き受け、子供達と声を出しながら

グランドを走り回っています（ますます黒くなっている様な気がします）。練習・試合が終われば

監督・コーチ・スタッフが集まり夜遅くまで反省会をしています。

毎週大変ですが、息子の夢がプロ野球選手なので数十年後には息子に養ってもらえるかなって・

・・？ ちょっと夢を見ながら白球を追いかけています。

夢が夢で終わらないように・・・

次回は中学校の同級生である島根県立中央病院の山田正雄さんにリレーのバトンを繋ごうと思い

ます。

RelayRelay EssayEssay
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会費納入方法会費納入方法

島放技発 20第 55号 
                                  平成 21年 1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 会費ご請求のお願い 

 

謹啓  頌春の候、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 21年度会費を下記のとおりご請求を申し上げます。 
平成 20年 5月 25日開催、第 55回定期総会において会費の値上をご 

承認頂きましたので平成 21年度会費より改定させて頂きます。 
何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、下記の期間にご 

納入頂きますよう宜しくお願い申し上げます。             謹白 
 
 

平成 21年度年会費 

ご請求金額  ￥ 9,000円也 
 
 
 納入期間   平成 21年 2月 1日～平成 21年 4月 1日 
納入口座   銀行名   山陰合同銀行本店 

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 

推奨納入方法 山陰合同銀行 ATM扱いで、山陰合同銀行本支店からのキャッシュカード 
による振込（振込手数料は、金額に関わらず無料です） 
【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。 

 

振替口座による納入方法 

今年度から振替口座を開設いたしました。 

同封の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） 

 

 
（財務お問合せ先）  〒692-0404 安来市広瀬町 1931 

安来市立病院 放射線技術室 
社団法人島根県放射線技師会 
財務部長 池 田 秀 樹 

Tel.0854-32-2121 
Mail：nabeyaki@mx.miracle.ne.jp 

 

会費納入方法について

会費納入期限は、４月１日となっております。未納の方は至急納入ください。
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各種手続き各種手続き

入会ついて

『㈳日本放射線技師会ならびに㈳島根県放射線技師会へ入会を！』

周りで㈳日本放射線技師会ならびに㈳島根県放射線技師会へ未入会の方には、入会を呼び掛

けてください。入会希望の方は、末ページの入会申込書を事務所宛に送付してください。

手続きについては申込書を確認のうえ、ご案内します。

異動、変更（勤務先・氏名・連絡先等）について

『異動などの登録情報の変更手続きは早急に行ってください！』

登録情報に変更が生じた場合は、日本放射線技師会ホームページ（http://www.jart.jp/）か

ら会員用システムにログインして行ってください。

インターネット環境が無い場合は、末ページの届出用紙に記入の上、事務所宛に送付してく

ださい。なお、両方をしていただく必要はございません。

日本放射線技師会の会費免除に関する申請の変更について

『日本放射線技師会の会費免除申請は、直接日本放射線技師会へ』

日本放射線技師会の会費免除に関する申請については、これまで県技師会を通して行ってき

ましたが、今後は日本放射線技師会に直接申請をする事となりました。申請書は日本放射線

技師会ホームページ（http://www.jart.jp/）のダウンロードから行えます。

－お問合せ先－

〒690-8506 島根県松江市母衣町２００ 松江赤十字病院 放射線科部内

社団法人島根県放射線技師会 総務部長 加藤秀之

Tel ：0852-24-2111（内線 2718） Fax ：0852-24-2125

E-Mail : sart07_kato@yahoo.co.jp

今後の予定今後の予定

平成21年の予定

4月26日 平成21年度 (社)島根県放射線技師会第56回定期総会 （出雲市）

5月16日 第5回 山陰乳房研究会学術フォーラム （松江市）

5月17日 第24回 マンモグラフィ撮影技師更新講習会 （松江市）

6月4～6日 第25回 放射線技師総合学術大会 （鹿児島市）

10月22～24日 日本放射線技術学会第35回 秋季学術大会 （岡山市）

11月21～22日 中四国放射線医療技術フォーラム2009in島根 （松江市）

新・放射線展用パネル貸し出しについて

①島根県放射線技師会総務部に利用目的・利用日時をご連絡下さい。

②島根県立中央病院（吉岡広報部長）に連絡の上、引渡し日時の調整を行って下さい。

③使用後は、速やかに島根県立中央病院にご返却下さい。

島根県放射線技師会は放射線展用パネルの利用を推進します。

このパネルやマニュアルを用いて市民向けの病院行事や

地域主催のイベントに大いに利用していただきたいと思います。
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CSFRT 2009CSFRT 2009

http://med-gakkai.com/csfrt2009/

CSFRT2009 のホームページが開設されました。

会員の皆様のご参加・ご協力会員の皆様のご参加・ご協力

をよろしくお願い致します。をよろしくお願い致します。

新年度になり、いよいよ中四国放射線医療技術フォーラムまで約７ヶ月となりました。下記

のURLにてホームページも開設され準備もいよいよ本格的になってまいります。今後、会員

の皆様方には実行委員になっていただきご協力頂きたいと思いますのでよろしくお願い致し

ます。
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社団法人島根県放射線技師会 

入会申込書 

平成  年  月  日 
（社）島根県放射線技師会会長 様 
 

氏名             ㊞   
 社団法人島根県放射線技師会への入会を申し込みます。 
 

 
氏 名
ふりがな

  
生年月日  性別 男 ・ 女 

診療放射線 
技師免許 

登録番号 第       号   登録年月日   年  月  日 

免許取得の 
学歴 

学校名       学部        （卒業年月    年  月）

 

 
名 称
ふりがな

  
〒   －       電話          FAX 

 

勤
務
先  

所在地
ふりがな

  

〒   －       電話          FAX 

 自
宅 

 

現住所
ふりがな

  
会報等送付先  □ 勤務先    □ 自宅 

 
備考欄 
                                           
                                           
提出先；（社）島根県放射線技師会事務所 E-mail ; sart07_kato@yahoo.co.jp 
〒690-0046 松江市乃木福富町 733-43  Fax   ; 0852 – 32 – 2588       （H20.07.15） 

《（社）島根県放射線技師会 および （社）日本放射線技師会 入会手続きについて》 

㈳島根県放射線技師会では、日本放射線技師会と島根県放射線技師会への同時入会を推奨しています。 

＊ ㈳島根県放射線技師会での手続き 

 下記の入会申込書を e-メール、ファックスまたは郵送にて提出して下さい。 

＊ ㈳日本放射線技師会での手続き 

 日本放射線技師会ホームページ（http://www.jart.jp/）から入会手続きを行って下さい。 

 （インターネット環境が無い場合はご相談ください）。 

＊入会手続きを迅速に行うため、① ②を同時にしていただくようお願いします。 

＊後に続く入会手続きは、㈳島根県放射線技師会総務部より案内を送付します。 
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変  更  届 

平成  年  月  日

（社）島根県放射線技師会会長 様 

氏名
ふりがな

          ㊞  

下記のとおり変更になりましたので届いたします。 
＊ 該当する項目に□印をして下さい（退会については、JART・県に○印をお願いします）。

□ 勤務先変更 □ 勤務先の名称変更 □ 自宅住所の変更 

□ 姓名の変更 □ 県外への転出 □ 退職して自宅へ 変更事項 

□ 退会（JART・県） □ その他の変更 □ 入会（要 web申請）

 

 
氏 名
ふりがな

  
生年月日  会員番号      

診療放射線 
技師免許 

登録番号 第       号   登録年月日   年  月  日 

 

名称  勤
務
先 所在地  

変
更
前 

自宅  
 

 
名 称
ふりがな

  
〒   －       電話          FAX 

 

勤
務
先  

所在地
ふりがな

  

本籍 （都道府県のみ記入） 

〒   －       電話          FAX 

 
自
宅 

現住所
ふりがな

  

変
更
後 

会報等送付先  □ 勤務先    □ 自宅 

備考欄（退会の場合は、理由を明記して下さい）。 
                                          

                                          

                                          

＊ 会費が未納の場合には退会手続きができません。             
提出先；（社）島根県放射線技師会事務所 E-mail ; sart07_kato@yahoo.co.jp 
〒690-0046 松江市乃木福富町 733-43  Fax   ; 0852 – 32 – 2588       （H20.07.15） 
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