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春季学術大会・市民公開講演春季学術大会・市民公開講演

春季学術大会開催される!!
３月９日（日）、くにびきメッセ（国際会議場）にて平成19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。会の名前も「研修会」から「学術大会」に変更になり

ました。

また、「市民公開講演」や「あなたのための放射線展」もあわせて開催されました。

学術大会では、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。
市民公開講演では、市民の方から「現在のすば
らしい技術をもっと市民に情報発信してほしい」
というような貴重な意見をいただきました。

（社）島根県放射線技師会では、
「放射線展用パネル」と
「医療被ばく説明マニュアル」の
貸出しを行っています。

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。

放射線展用パネル・医療被ばく説明マニュアル放射線展用パネル・医療被ばく説明マニュアル
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第55回 定期総会 の公示

社団法人島根県放射線技師会第55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20年5月25日（日）

開 会 13:30～15:30

会 場 益田地域医療センター医師会病院 第一会議室

※やむを得ず総会を欠席される方は、必ず委任状を5月19日(月)【必着】で事務局に
郵送またはFAXで提出してください。

※新入会員も含みます。

※委任状は総会議案集とともに送付いたしております。

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS
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会会 告告

講演会のご案内
日 時 平成20年5月25日（日）9:30～12:15
会 場 益田地域医療センター医師会病院 第一会議室

プログラム
【司会進行：山田 和幸（社）島根県放射線技師会事業部長】

・開会あいさつ 9:30～
・学術講演会 9:35～12:15

【座 長：原 真司（社）島根県放射線技師会学術部長】
１．「画像診断分野における平成20年度診療報酬改定について」

タイコウヘルスケアジャパン株式会社
マーケティング部 内川 慶 先生

２．「特定検診と保健指導」
益田地域医療センター医師会病院

保健予防センター センター長 齋藤 誠一郎 先生
齋藤誠一郎先生から「特定健診対象について、より理解を深めて頂くために
会員ご自身の健診結果をお持ち頂くと良いと」お申し出がありました。
是非、会員皆様のご持参を宜しくお願いいたします。

３．検診に有用なアプリケーションソフトウエア －内臓脂肪測定を中心に－
株式会社日立メディコCT・MR営業本部

西部CT・MR営業課 高橋 大輔 先生
４．「内臓脂肪測定ソフトウエアの使用経験」

安来市立病院 放射線技術室 池田 秀樹

・昼食・休憩 12:15～13:30 (お弁当用意します)
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第２回第２回 理事会理事会
（社）島根県放射線技師会平成１９年度 第２回理事会報告

日 時 平成1９年３月２２日（土）14：00～17:10
会 場 島根県立中央病院放射線技術科職員控室

構成員 ２６名

出席者 小林一郎 岩崎一人 森脇郁生 池田秀樹 磯田康範 大岡敏彦 原真司

吉岡隆二 山田和幸 本田雅人 原元益夫 杉原加誉子 加藤三千夫

石田知大 加藤秀之（１５名）

委任者 井上幹雄 須山正一 板橋保 大屋俊男 小松明夫 野口悦現 増野利政

小川重行 永海智之 左田野恵三

＊出席、委任数から理事会が成立。

議長；岩﨑一人 議事録署名人；磯田康範、石田知大 書記；加藤秀之

【議事】
議題1.平成20年度島根県放射線技師会第55回定期総会について（会長）
平成20年度定期総会までの予定として、4月12日午前中に監査、午後から20年度の第１回理事会とし

、議案集を5月1日までに配送することで了承された。総会開催地については、本田企画部長より石見銀
山散策を兼ねて大田市でとの提案もあったが、会長としては予定どおり規定に則って益田市としたいと
の意向が示され、5月25日（日）益田市開催で了承された。総会当日午前中の講演会としては、タイコ
ヘルスケアジャパンに診療報酬の改定について依頼する予定として了承された。その他に、テラリコン
に３Ｄワークステーションの話題等を考えているが、提案があれば近日中に連絡することとなった。

定期総会の場所については、費用面を考慮して山田事業部長の提案により益田医師会病院とする方向
で準備を進めることとなった。

議題２．各部報告

広報部（吉岡広報部長より）；年度内の製本配布は不可能であるが、決算は可能であるとの報告があ
った。池田財務部長より、可能であれば50万円以内として欲しいとの提案があり、会長からカラーペー
ジの調整等により経費削減を努力するよう指示があった。
財務部（池田財務部長より）；平成19年度決算書および平成20年度予算書作成の経過報告があった。

これについて決算書上は会計に余裕があるように見られるが、実際は過年度会費が計上されているため
手持ちの実質的な金額としては余裕の無い状況であるとの報告があった。また、来年度予算として計上
する事項があれば一週間後までに連絡をするよう依頼があった。また、前納制に移行した平成20年度会
費の納入状況に付いては半数にも至っていない事から各理事に対して協力の要請があった。
教育委員会（森脇副会長より）；3月16日に(社)日本放射線技師会の継続教育説明会への参加報告があ

った。地方技師会との関連で、今後は各県所属の教育委員を廃止し各地方での活動も(社)日本放射線技
師会付けの教育委員が活動し、生涯教育カウントに関しても地方技師会主催での研修等においてはカウ
ントを認めず、(社)日本放射線技師会の教育委員の認定によりカウント申請を行い認める方向であると
の事であった。これに対し、会長より(社)日本放射線技師会の一方的な方針であり今後他の地方技師会
とも連絡をとり対処したいとの意向が示された。また、仮に地方主催の研修会等がカウントとして認め
られない事となっても、会員の知識および技術の向上や社会的責任において研修会等は行っていくとの
方針が示された。
総務部（加藤総務部長より）；平成19年度の会員動向として、新入会員7名、転入1名、退会が4名と

の報告であった。
学術部（原学術部長より）；平成19年度の学術事業に関する項目が資料で配布された。これについて

加藤総務部長より、過去に遡って各種分科会や認定研究会等の分類や定義が曖昧であり今後整理する必
要があるとの提案があった。この提案に対し、磯田厚生部長より事業予算にも関わる事であり整理する
必要があるとの意見が述べられ、また会長から法人改革への対応としても事業内容の明確化も必要であ
るため指示するとの意見があった。この件については、来年度の活動として進めることで決議された。

各部報告全般に付いての質問・意見として、磯田厚生部長から財務決算について予算案に野球大会の
項目が抜けており今後は予算段階で計上するようにとの意見があった。これに対し、会長より前年度の
予算時には各部からそれぞれの項目で計上する予定であったとの報告を受けているとの説明があった。

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS
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第２回第２回 理事会理事会
議題３．平成19年度春季学術大会の反省
会長より学術大会として市民公開講演を加えて開催できた事に大きな意味があった、また市民公開講

演への一般参加は事前の広告や案内が不十分であったためか17名と少なかったため今後の反省とすべき
との総評があった。池田財務部長より、会場関連で18万円、ランチョン関連10万円、看板に77000円、
講師料に9万円、ポスターに1万円、その他3000円程度で合計46万円が経費として計上され、このうち協
賛金として14万円が納入されたため、本会としては22万円の支出となったとの報告があった。山田事業
部長からは、準備期間を長く取るべきだったとの意見が出された。これに付いて、会長から準備が短期
間となってしまったが社会活動カウントを得る機会を提供するためにも今年度中に実施したかったため
との説明があり、今後は余裕を持って準備を行うとの意向が示された
議題４．事務所取得に付いて
事務所取得について会長より説明があった。法人設立から現在に至るまで(社)島根県放射線技師会の

事務所は松江赤十字病院内とされているが、病院の建替えに伴い病院の理解が得がたくなった事や社会
的な背景により事務所の移転が必要であるとの説明があった。ただし、事務所の取得には多額の資金が
必要となるため暫定的に会長宅に事務所を移転し、今後取得準備金を蓄えたいとの提案があった。これ
に付いては、全員一致で議決され総会での提案事項となった。
事務所取得に伴う会費の値上げについては、内訳として事務所取得準備金を会員一人当たり年間で

2,000円、当面の事務所運転資金と一部事業費利用費（広告費の減収等により現会費での技師会運営は厳
しい状況にあるため）を会員一人当たり年間で1,000円とし、合わせて3,000円の値上げとする事で決議
され、総会での審議事項となった。これに付いて事務所取得後に準備金部分が値下げについての質問も
あったが、取得後は事務所の経費として必要となるため誤解の無いよう取得資金および経費とする事と
なった。取得時期に付いては、会員一人当たり年間で2,000円の準備金とした場合、5年で230万円の積
み立てが可能であり、当面の経費を考慮しても長くても5年後には可能ではないかとの事であった。
財務的な内容の審議であったため財務に関する事項として会長より、日本消化管研究会が来年度山陰

で開催されるにあたり、5万円の協賛金依頼があり総務費として計上し協賛したいとの提案があった。
これに対し、加藤総務部長から会費の値上げ等を提案する中、総務部費として一研究会に計上するには
額が大きすぎるとの反対意見があった。これに対し、原元事業副部長より国内交流費として計上すべき
との意見が出された。また、石田総務副部長より会員へのメリットがあるような働きかけをするよう提
案があった。加藤総務部長から研究会の内容等会員に対して説明できる状況下で協賛するよう提案があ
った。審議の結果、全員一致で協賛する事となった。
議題５．新公益法人移行について
会長より以前から審議している新公益法人化について岩﨑および森脇副会長を中心に会員の総意とし

て準備を進めると提案があった。これに対し、大岡組織部長より公益法人化へのメリットがはっきりし
ないとの質問があった。岩﨑副会長より、現状では納得できるほどの明確な理由を説明できないが、関
連する他の職能団体が必ず公益法人化する事とそのステータス性から移行が望ましいとの説明があり、
全員一致で了承となり総会審議事項となった。
議題６．会員名簿、会員動向の扱いについて
個人情報の取り扱いについて審議がなされ、放射線島根からは会員名簿を削除する事となった。また

総会議案集での個人名記載おいて、慶弔に関することは本人の了承を得て記載することとし、会員動向
に付いては、これまで特に問題視する指摘もないため現状どおり記載することとなった。また会員情報
が必要な場合の対応は、総務部でする事となった。
議題７．平成20年度総会議案集について
総会の議案集の途中原稿が配布され各人確認するよう指示があった。

議題８．その他報告
会長より前回拡大常務理事会で議論となったＣＴ研究会について、技師会の下部組織としてではなく

一研究会として活動するとの報告があった。
加藤総務部長から、西部地区所有の技師会のパソコンがウィルスに感染したため、当面は技師会所有の
パソコンには無料のセキュリティ対策ソフトをインストールして対応するとの報告があった。
議題９．平成19年度監査について
会長より監査会を4月12日土曜日11時から県立中央病院放射線技術科職員控室で行うとの指示があり

、監査役の増野氏と野口氏および会長、副会長、総務部長、財務部長に出席依頼があった。また、総務
部長および財務部長には準備を行うよう指示があった。

以上

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS
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第第１１回回 理事会理事会
（社）島根県放射線技師会平成２０年度 第１回理事会報告

日 時 平成２０年４月１２日（土）14：00～17:30
会 場 島根県立中央病院放射線技術科職員控室

構成員 ２６名

出席者 小林一郎 池田秀樹 大岡敏彦 原真司 吉岡隆二 山田和幸 本田雅人 杉原加誉子

加藤三千夫 石田知大 加藤秀之 増野利政（１２名）

委任者 井上幹雄 須山正一 板橋保 大屋俊男 小松明夫 岩崎一人 森脇郁生 磯田康範

原元益夫 小川重行 左田野恵三 野口悦現

＊出席、委任数から理事会が成立。

議長；山田和幸 議事録署名人；池田秀樹、石田知大 書記；加藤秀之

【議事】

報告1.平成20年度(社)島根県放射線技師会第55回定期総会について
会長から平成20年度定期総会について前回理事会で決定したとおりに5月25日(日)に益田医師会病院で

開催する予定で準備が進んでいるとの報告があった。合わせて、加藤総務部長から午前中に監査会があ

り監査上問題の指摘等が無かった事が報告された。

報告２．(社)日本放射線技師会第66回定期総会への代議員選出について
6月7日(土)に日本放射線技師会の定期総会に本県からの代議員として会長と岩﨑副会長が参加すると

の報告があった。

議案1. 平成20年度(社)島根県放射線技師会第55回定期総会議案集(案)および準備について
定期総会に合わせた午前中の講演会については、診療報酬改定および特定検診をテーマとして開催す

る事で了承された。具体的には、タイコヘスルケアジャパンが共催し、進行を山田事業部長、座長を原

学術部長、診療報酬改定についてはタイコヘスルケアジャパンから講演、特定検診については、益田医

師会病院の斎藤先生から、合わせて内臓脂肪計測ソフトについて日立メディコから、また類似ソフトの

使用経験として安来市立病院からの講演を予定。斎藤先生への講師料は、3万円で予算計上する
続いて議案集の校正が行われた。細かな表現の修正や項目の確認などが行われたが、内容として取り

上げられ審議された点は以下のとおりである。

事業報告での会員動向の項において、調査の結果として昨年度の名簿と異なっているが本人の申告を

受けていない内容については会長の責任で確認し昨年度実績のものを掲載する。

昨年度の退会者について誤記載があった点については、訂正記載をするが退会取り消しとかではなく、

記載の誤りであったことを明確に示すこと。

原学術部長より会費値上げについて、新卒新入会員については負担が大きいことより考慮してはとの

提案に対し入会金免除で意見統一がなされたが、会費の値上げが可決されてから諸規定会費免除の項で

の改正とし、次回理事会で決議を取る方向での対応で了承が得られた。

放射線展用パネルの貸出や会員の移動等の手続きに関して議案集最終ページに案内として掲載する事

となった。また、会員の移動等の手続きについては、ホームページに記載し、それについて総会で案内

する方向で進めることとなった。

除名については、本人に滞納分の会費を納入しない場合の処遇（除名）を定款に則って行う旨を伝え

ている最中であり、会費納入の際には取り下げとすることで承認された。

実際の進行において議長その他の人選は、森脇副会長と山田事業部長および加藤総務部長で調整する

事となった。

以上

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS
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会費納入方法会費納入方法

     島放技発 19第 40号 
平成 19年 12月 24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 会費納入方法の変更について 

 

謹啓  霜寒の候、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 19年 12月 2日㈰「第 65回日本放射線技師会臨時総会」が開催され、平成 19年 11月 22日、
厚生労働省より認可された定款改正に伴う諸規定の改正案の全てが本臨時総会で承認され㈳日本放射線

技師会は公益法人格移行に向けてスタートしました。 
平成 20 年度会費から㈳日本放射線技師会の公益法人格移行に伴う財務処理措置から㈳島根県放射線
技師会費および㈳日本放射線技師会費納入方法が変わりますのでご案内いたします。 

会員皆様にはご面倒をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力を賜りますことをお願い申し上げます。

謹白 

 

島根県放射線技師会費の場合 

①年度当初の運転資金確保のために前納性を採用し、島根県会費 6,000円を単独で請求いたします。
②平成 20年度会費は平成 20年 2月 1日～4月 1日までにご入金をお願いいたします。 
③入金方法は、管理(氏名および金額)が容易で、手数料がかからない方法を推奨させていただきます。

【推奨方法】 

山陰合同銀行ATM扱いで、山陰合同銀行本支店あてにキャッシュカードによる振込をお願いします。
（振込手数料は、金額に関わらず無料） 

  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 小林一郎 

【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かかります。 
 

日本放射線技師会費の場合 

①平成 20年度会費 15,000円(雑誌購読料含む)の請求は㈳日本放射線技師会より請求があります。 
②会費納入方法は｢振込票による郵便振替｣、｢会員個人の申し込みによる指定口座引落｣の 2種類です。
③平成 20年 2月頃に「郵便振替払込用紙」を全会員に送付し、請求させていただきます。 
（口座引落の申し込みが完了している会員を除きます）。 

 
 

【事務局及びお問合せ先】          【財務お問合せ先】 
〒690-8506 松江市母衣町 200番地     〒692-0404 安来市広瀬町 1931 
松江赤十字病院 放射線科部内        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                 社団法人島根県放射線技師会 
総務部長 加 藤 秀 之                      財務部長 池 田 秀 樹 

Tel.0852-24-2111(内線 2718)                   Tel.0854-32-2121 
Mail：sart07_kato@yahoo.co.jp              Mail：nabeyaki@mx.miracle.ne.jp 

 

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS
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RelayRelay EssayEssay

平成記念病院 永野 淳

こんにちは、平成記念病院の永野淳です。

今回、島根大学の金山さんからの突然のバトンタッチで何を書こうか…（汗汗）

まずは、平成記念病院って？？という方のために当院の簡単な紹介をします！

平成記念病院は平成２年に高齢化が著しい雲南圏域の保健・医療・福祉の充実をめざして三刀屋に開

設され、現在では一般病床６０床、療養病床５６床の中規模病院です。

春には桜100選にも選ばれた木次の桜並木、三刀屋のみどり色の桜の御衣黄（ギョイコウ）が咲き乱

れ多くの観光客で賑わいます。そんな職場で大阪生まれの陽気な榎本技師長と僕の２人で、めまぐるし

い技術の進歩に置いていかれないよう日々勉強しております。

さて、書くことも無くなったのでお決まりの

近況報告に移らせてもらいます。こちらに移って

きてからというもの、周りが山や川だらけのため

必然的に趣味がアウトドア－になってしまいました…

今ではすっかり体が順応してしまい、

春は花見、夏はウナギ捕り、秋は紅葉ドライブ、

冬はスノボ…ではなくて“そり”をしたりと

大自然を満喫しております。（笑）そして最近のマイブームは温泉めぐりです。

幸運にも近くに自然に温泉が湧き出している天然露天風呂があったり、少し車を走らせるとあちこち

に温泉があったりします。温泉といっても大きな温泉施設とかじゃなくて、ちょっとひなびたような昔

からある温泉や秘湯と呼ばれるような所を探して最近では県外にも遠征に出かけたりしてます♪

写真は岡山の湯原温泉に行く途中で撮りました。

次は松江市立病院の小林さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いしま～す！！

今後の予定今後の予定

平成20年の予定

5月17日 第17回島根県MRI研究会 （松江市）

5月25日 (社)島根県放射線技師会第55回定期総会 （益田市）

6月1日 第1回「初心者のための画像処理・表計算研修セミナー」 （広島県）

6月21日 Informal Meeting in 益田 （益田市）

7月10～12日 第24回放射線技師総合学術大会 （北海道）

12月6～7日 中四国放射線医療技術フォーラム 2008 （徳島県）
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お願いお願い

「技師会登録情報」及び「定期総会の出欠」について
※ 技師会では、会員名簿の整理ため今一度、登録情報の確認を行います。メールによる

情報提供をより確実なものとするため個人での登録に協力をお願いします。

※ 総会の準備及び弁当数の把握のため出欠をお知らせください。

※ 先日、事務局より送られた「返信用紙」に必要事項をご記入の上、5月19日(日)【必着】

で郵送またはFAXにて送付してください。

－事務局およびお問合せ先－

〒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

※ 学術講演会は㈳日本放射線技師会の生涯教育カウント対象に認定しています。

※ 当日はBASICカードをご用意ください。

※ 定期総会・講演会の会場及び駐車場ご案内

お知らせお知らせ
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