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会 告
平成20年度 社団法人島根県放射線技師会 秋季学術大会
日

時：平成20年11月16日（日曜日）10：00 〜 16：00

会

場：島根県立中央病院 2階 大研修室（出雲市姫原４-１-１）

プログラム
 社団法人島根県放射線技師会会長あいさつ
 造影剤情報

10：00 〜10:20

エーザイ株式会社
 会員研究発表

10:20〜11:20

座長：公立邑智病院

左田野 恵 三

１. 「松江生協病院における冠動脈CTの取り組み」
総合病院松江生協病院 放射線部

廣江智和

２.「FCR Digital Mammographyにおける新画像処理パラメータの基礎的検討」
島根県立中央病院 放射線技術科

藤 江 なぎさ

３.「放射線治療計画装置に用いるMRI画像の歪みの軽減法について」
島根大学医学部附属病院 放射線部

金山秀和

４.「体幹部用コイルを用いた両手MRIの同時撮像法」
島根大学医学部附属病院 放射線部

原真司

５. RSNA2008 Presentation
「Advantage and pitfall of SAR reduction sequence on 3T-MRI」
島根大学医学部 放射線医学教室

内田幸司

 装置メーカーからの最新情報 11:30〜12:30
座長：公立邑智病院

左田野 恵 三

「マルチスライスCTの原理と今後（320列CTの現状と今後）」
東芝メディカルシステムズ株式会社
東京本社営業推進部CT技術担当

森 下 康 之 先生

 特別講演 「Radtec Forum」：協賛 エーザイ株式会社
特別講演１

13:00〜14:00

座長：島根大学医学部 放射線医学教室

内田幸司

「病院技師から企業技師への転職」
シーメンス旭メディテック
特別講演２

14:10〜16:00

打 越 将 人 先生

座長：島根大学医学部附属病院 放射線部

梶谷尊郁

「ファントム実験でヘリカルスキャン・マルチスライスＣＴ・面検出器ＣＴを理解する」
藤田保健衛生大学 医療科学部 放射線学科
放射線機器工学

准教授

辻 岡 勝 美 先生
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第２回 理事会
（社）島根県放射線技師会 平成20年度 第2回常務理事会報告
日 時
会 場
出席者

平成２０年９月１８日（木）19：00〜21:00
大田市立病院 第二会議室
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

【会長報告】
１．島根県･鳥取県情報交流会について
7月5日㈯ 14:00〜16:00に米子市博愛病院において島根県･鳥取県情報交流会が開催された。
出席者は、小林会長、森脇副会長、加藤総務部長、池田財務部長、杉原学術副部長、永海広報副部長。
議題は、漏洩線量測定事業について（島根県は、業務負担増加を懸念し規模拡大の意向はない、鳥取は
線量計を購入していることからも積極的に行っていく）、公益事業について、生涯学習について（新教
育委員制度への対応等）、県技師会のIT化について（ホームページ、電子メールの利用、会員情報管理
について）
２．定款変更申請関連
提出日；平成20年7月11日、提出先；島根県庁、定款変更認可；平成20年7月23日 指令医第393号、事
務所移転申請；平成20年7月23日、事務所登記；平成20年8月22日
３．新公益法人制度に関する説明会
7月30日㈬ 9:30〜15:20（島根県民会館 中ホール）、出席者は森脇副会長、池田財務部長。
内容は、従来の公益法人の状況について、公益法人制度改革の目的、公益法人制度改革の経緯、新制度
の法令等の体系、新制度における公益法人等の選択肢、新制度における法人の内部統治（ガバナンス）
、定款変更案について、特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定、新制度における税制、法
人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について。
森脇副会長より、補足として当技師会においては外部理事を置く必要がない事および財団ではないので
評議員が必要ない事の説明があった。また、初年度の申請書類としては20枚以上、場合によっては40枚
を超える事もあり、会計に関する書類が多い事などが説明され、担当の理事だけでなく全員の協力が必
要となるとの説明があった。
４．会費納入状況について
正会員会費未納者 2008年32名、賛助会費未納会社 2008年8社。
５．振替口座新設について
会費納入の利便性向上のため、ゆうちょ銀行に口座の開設を行った（開設日；平成20年9月1日、銀行名
；ゆうちょ銀行松江店、口座番号；01350-3-97978、加入者名；社団法人島根県放射線技師会）
６．預金口座振替依頼申込について
メール便等の依頼を迅速かつ容易に実施するためヤマト運輸株式会社に対して預金口座振替の手続きを
行った。
７．賛助会員移動届（広島営業所移転）について
タイコ ヘルスケア ジャパン株式会社 広島営業所が移転。
〒730-0053 広島市中区東千田町2丁目9番29号 広電本社ビル５階
新電話番号 082-536-0170
新Fax番号082-536-0180
８．新教育委員推薦について
島根県放射線技師会からの新教育委員について、協議を重ねてきたが条件を満たす対象者が少なく人選
に苦慮してきた。一部条件を満たしていない部分もあるが当技師会として森脇副会長兼教育委員長を推
薦し、新教育委員講習および試験を受験していただくこととした（平成20年10月18、19日）。
９．日本放射線技師会からの30年永年勤続表彰者の推薦依頼について
卒業年度および生年月日から推測される対象者16名（松原浩、吉野宏二、渡部利晴、山口満明、玉木忠
夫、安達順一、山崎達夫、山本 豊、伊藤 守、野津泰一 奥田義親、官澤喬志、城市郁夫、高橋司伸
、島田孝志、知野見誓一）について、確認を行うとともに準備を進める。
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第２回 理事会
１０．レントゲン週間ポスターの配布について
日本放射線技師会より、レントゲン週間用のポスター申し込み案内があった。50部を予定しているので
、理事を通じて各施設に掲示していただくとともに各種イベントで積極的に利用していただくようお願
いする。
１１．原子力防災関連の講習会等について
生涯教育カウント（社会活動、放射線管理士）が認められる
原子力防災関連の講習会等について生涯教育カウントが認められる事から、10月4日（土）に予定され
ている「緊急被ばく医療基礎講座Ⅰ(除染コース・搬送コース)」（県立中央病院）について、カウント
取得の準備を行う。会員に対してはホームページでその旨を掲載し、教育委員でカウント申請の準備を
行う。カウント申請については、イベント申請を総務で行い、当日は県立中央病院の吉岡理事が対応す
る（島根大学が管理する技師会PCを利用し、原元教育委員が調整をする）。
１２．中国サミット報告
9月6日（土）に山口市湯田温泉町にて中国サミットが開催された。参加者は、小林会長、岩崎副会長、
森脇副会長、加藤総務部長、池田財務部長、吉岡広報部長、大岡組織部長。メインテーマは、公益法人
化への各県での取り組みであった。各県ともに、公益社団法人化を目指す方向ではあるが、進捗状況に
は差が見られた。広島県は準備も順調に進み申請を早期に行いたいとの事であった。また、山口県およ
び岡山県は公益化については慎重さも必要との見識であった。その他に、岡山県会長のから「地域放射
線技師会の役割」、日本放射線技師会の北村会長から「新執行部が目指すもの」と題して講演があった
１３．中四国放射線技師会会長会議報告
中国サミットの翌朝に開催され、小林会長、岩崎副会長、森脇副会長が参加した。議題は、平成20年度
中四国放射線医療技術フォーラム進捗状況、新公益法人移行、新教育制度についてであった。
今年度の中国四国放射線医療技術フォーラムについては、来年度の島根開催についてのPRコーナーを設
ける事となった。
新教育制度に関連して、中国四国フォーラムとは別に技師会としての特色ある研修会を開催していく方
向で、新教育委員を中心に企画を検討する事となった。これについては、JARTの協力を得る。
その他に放射線連盟についての話題があり、存続するとの確認があった。
１４．第5回中四国放射線技術フォーラムCSFRT2009島根
申し合わせにより技術学会主導の年となる。技師会からは、吉岡理事が副実行委員長、小林会長と磯田
理事が実行委員として、準備に取り掛かっている。県技師会としての取り組みも具体化してくると考え
られ、会として全面的に協力をする。今年度予定の徳島（12月）には、視察団を結成する予定である。
【各部報告】
● 山田事業部長から
ますだ医師会まつりの開催にあたり放射線技師会の後援が得られている。これについて、ボランティア
を募集する。
社会活動カウントが認められる可能性があり、森脇副会長兼教育委員長と青木教育委員と協力して準備
を進める事となった。
【審議1】平成20年度「秋季学術大会」「春季学術大会」について
● 原学術部長より概要説明。
開催は島根県立中央病院とし、午前中は、技師会情報、造影剤情報（エーザイ）、会員研究発表、CTの
最新情報（GE,東芝）を提案。午後は特別講演とし、Radtec Forum との共催とし、「メーカーに移って
どんな世界がみえたか」（天理よろづ相談所病院からシーメンスに就職された打越先生、MRI撮像技術
の研究で著名）および「CT」について藤田保健衛生大学の辻岡先生の講演を予定している。
準備等の分担として、垂れ幕は県立中央病院が担当、イベントの申請は森脇副会長、弁当の数の把握は
総務がする。案内は会報掲載で11月上旬を予定。会員の研究発表についてはホームページとメールで行
う（申し込み先は、原学術部長でメールと電話での申し込み）開会の挨拶は森脇副会長、閉会の挨拶は
岩﨑副会長、午前の座長は原学術部長とする。技師会情報はプログラムからの時間的な状況および会長
のスケジュールを考慮し、今回の内容から外す。辻岡先生については、控え室を用意する事となった。
【審議2】オンライン学習システムの稼動について
インターネットを利用したオンライン学習システムが順次稼動する予定であり、県技師会としても対応
を進める必要がある。関連して、資格取得試験の開催を今後検討する事となった。
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第２回 理事会
【審議3】公益法人申請までのスケジュールについて
定款・諸規定の見直し第３回常務理事会に提案し説明、理事会を開催して了承を得る、会員に配布して
意見を求める、島根県と協議を進める→財務は決算書、予算書を新会計基準での作成を試みる。その後
、来年度の総会で定款改正の承認をうる予定である。
予定については、特に質問等なく了承された。また定款・諸規定の見直しについて、会費未納入者への
対応を盛り込む事となった。
【審議4】第5回中四国放射線技術フォーラムCSFRT2009島根について
放射線技師会としての講演、シンポジウムの企画内容の決定を急ぐ必要があるとの事であったが、本会
では意見等は無く、今後の検討となった。
【審議5】平成21年度中国サミットおよび放友会について
来年度の中国サミットと中四国会長会議時に開催される放友会（技師会長および会長OBの交流会）の準
備を進める必要があり、副会長を中心に行うこととなった。
【その他】
永海理事（放射線管理委員）より、線量測定を円滑に行うためトランシーバーを購入したとの報告があ
った。
以上

新パネル使用報告
−10月18日(土) 奥出雲病院祭にて −
放射線科紹介において 貴技師会のポスターを
借用させていただき日常の放射線科業務について
広く町民に知っていただくことができました。
町立奥出雲病院 放射線科
山 田 勝 志

奥出雲病院祭りでの様子

−10月26日(日) 医師会まつりにて−
骨塩定量測定の様子はNHKの地方
ニュースで取り上げられたようです。
益田地域医療センター医師会病院
放射線技術科 山 田 和 幸

医師会まつりでの様子

 皆様からのパネル使用の報告をお待ちしております。

広報より
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会費納入方法
 会費納入方法の変更について
Ｈ20年度より会費納入方法が変わりました。
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。
詳しくは、（社）島根県放射線技師会ホームページや会報 250・251号をご覧ください。

会員情報変更手続き
 会員情報変更手続きのお願い
会員情報に変更が生じた場合には速やかに変更手続きを行ってください。
日本放射線技師会所属の方は、真正性確保のため原則として日本放射線技師会ホームペー
ジから手続きを行ってください。インターネット環境のない方は、届出用紙にて県技師会
総務部宛にメール、ファックスまたは郵送にてお届け下さい。
県技師会のみの所属の方は、届出用紙にて県技師会総務部宛にメール、ファックスまたは
郵送にてお届け下さい。
なお、届出用紙は、会報の最終ページをご利用ください。
また、（社）島根県放射線技師会ホームページからもダウンロードできます。

パネル貸し出し手続き
 一新された放射線展用のパネルの貸し出しをご希望の場合は以下の手続きを
行って下さい。
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。

今後の予定
 平成20年度(社)島根県放射線技師会 春季学術大会のご案内
日 時
会 場

平成 21年 3月 8日（日）10：00〜16：00
江津市 (予定)
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今後の予定
 平成20・21年の予定
¾11月16日
(社)島根県放射線技師会 秋季学術大会
¾11月29日
西部地区研修会・Informal Meeting in 江津
¾12月6〜7日
中四国放射線医療技術フォーラム 2008
¾12月20日
緊急被ばく医療基礎講座Ⅱ(ﾎｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｶｳﾝﾀｺｰｽ)
¾2月28日･3月1日 第21回日本消化器画像診断情報研究会全国大会(山陰大会)

（出雲市）
（江津市）
（徳島県）
（出雲市）
（米子市）

CSRT 2008 徳島
 中四国放射線医療技術フォーラム 2008開催案内
1.
2.
3.
4.

日 時 ２００８年１２月６日（土），７日（日）
会 場 徳島県郷土文化会館
徳島市藍場町２丁目１４番地
TEL： 088-622-8121
メインテーマ 「今，求められる対応力」
プログラム
・特別講演1）
「画像診断に必要とされる画質とは」
国立大学法人徳島大学 大学院ヘルスバイオサイエンス研究部
放射線科学分野 教授 西谷 弘
・特別講演2）
「新しい時代に対応する継続教育」
日本放射線技師会長 北村 善明
・シンポジウム「乳がん画像診断の対応力」
・ランチョンセミナー
・一般研究発表
・表彰式
5. 参加費 ４０００円 学生は無料（学生証の呈示をお願いいたします）
6. 懇親会
・日 時 ２００８年１２月 ６日（土） １９時より
・会 場 ホテル クレメント徳島 宴会場
TEL： 088-656-3333
徳島市寺島本町西１丁目６１番地
・会 費 ６０００円 （学生は４０００円） 事前登録のみ
登録締切：11月25日（火）

懇親会では、CSFRT in島根のPRもあります。島根のみんなで出席して盛り上げましょう！！

日本消化器画像診断情報研究会
 第21回日本消化器画像診断情報研究会全国大会（山陰大会）
1. 会 期
2. 会 場

平成21年2月28日（土）・3月1日（日）
米子市文化ホール
〒683-0043 鳥取県米子市末広町293番地 ℡（0859）35-4171
3. 参加登録費 一般￥4.000，学生無料
4. 「日本消化器がん検診学会胃がん検診専門技師資格更新単位 2点」

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS

（社）島根県放射線技師会
第２５３号 2008.11.10
《原則として日本放射線技師会ホームページからの登録・変更をお願いします》

変

更
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届
平成

年

月

日

（社）島根県放射線技師会会長 様
ふりがな

㊞

氏名
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。

変更事項

□ 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

□ 退会（理由）

□ その他の変更

□

入会（要 web 申請）

ふりがな

生年月日

氏 名
診療放射線

登録番号 第

技師免許

号

会員番号
登録年月日

年

月

日

勤務先

変更前

名称
所在地
自宅

ふりがな

勤務先

名 称
〒

−

電話

FAX

電話

FAX

変更後

ふりがな

所在地
本籍

（都道府県のみ記入）

自宅

〒

−

ふりがな

現住所
会報等送付先

□ 勤務先

□ 自宅

備考欄

＊ 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総務部

E-mail ; sart07_kato@yahoo.co.jp

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS

Fax

; 0852 – 24 – 2125

（H20.07.15）

