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年頭所感

社団法人島根県放射線技師会

会 長 小 林 一 郎

新年あけましておめでとうございます。

皆様にとりまして、健康で夢と希望に満ちた素晴らしい

年でありますよう、心からお祈り申し上げます。

本年は、十二支の筆頭「子」の年、いわゆるスタートの年でありますので、それにふさわしい

新たな気持ちを持って、技師会運営にあたってまいりますので、ご協力をよろしくお願い致し

ます。

2007年は世相漢字のとおり、何も信じられなくなった「偽」の年でありました。食品、政界、

老舗、他にも多くの業界の偽りに、国民は怒りに明け暮れた1年間でした。今年は「真」、

「正」、「義」を目指す団体が多い事を願っています。

島根県においては、世界に文化を発信できたのが石見銀山遺跡です。2007年7月ユネスコで石

見銀山遺跡がアジアの産業遺産としては初めて世界登録が決定し、さらなる文化遺産国の仲間

になったことは偉大であり、県民にとっては未来への架け橋となる大きな原動力が湧いてきた

年になりました。

今、放射線技師会組織は新しい法人組織（新公益法人）に替わろうとしています。すでに㈳

日本放射線技師会は新定款、新諸規定が承認され、平成20年12月1日の申請に向け準備が進め

られています。会費納入方法がJARTと県の二本立になったことからも、改訂が身近になった

と実感する人も多いのではないでしょうか。

さて、㈳島根放射線技師会は昭和61年に制定され会員の向上と県民医療の向上に努めて参りま

した。今回、公益法人が110年ぶりに新制度に改革されます。組織集団は、日常活動の中で、

コンプライアンス（法令順守）はもとより、社会的な公正さ、人類愛に基づく貢献、あるいは

環境への配慮などによって、社会的信頼度を高める努力をよりいっそう求められます。㈳島根

放射線技師会も積極的にアピールしていかなければならない時代と考え、公益社団法人移行と

事務所移転への時期が来たと考えています。

診療放射線技師は国民に見える職業人を目指しています。医療の現場では放射線や画像の専

門家としてまた、チーム医療の一員としての役割も大きいものが有ります。我々は、高度医療

の進歩の中で専門の読影と治療技術を研鑽し続けることが必要です。これらを十分に備えるこ

とで県民に貢献できると考えます。

近い将来予想される免許更新制度については、県技師会で担う研修等の認証が保障され、信頼

性の高い免許更新制度が認められることが必要と思います。

多様な変革を必要とする時代に成りました。島根県は会員数・予算規模共に小さい組織です

が会員個々の自己研鑽と結束、役員一同一体の取組みで 大限の結果を求める所存であります。

変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申しあげまして、年頭のあいさつと致します。

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS
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会 告

平成19年度(社)島根県放射線技師会春季学術大会のご案内

日 時 平成20年3月9日㈰ 10:00～16:00 会 場 くにびきメッセ 2F 国際会議場

主 催 ㈳島根県放射線技師会

共 催 富士フイルムメディカル㈱ オリンパスメディカルシステムズ㈱

東芝メディカルシステムズ㈱ 第一三共㈱

後 援 島根県、㈳島根県医師会、㈳島根県看護協会、㈳島根県臨床検査技師会

プログラム

・会員研究発表 10:00～11:30

１．「当院における超音波検査併用乳癌検診について」

済生会江津総合病院 放射線技術部 ○半 田 絵 美 小笠原博文 森脇郁生

２．「当院の放射線治療計画装置におけるMU値の検証について」

松江市立病院 中央放射線科 石倉 誠

３．「半導体検出器を用いたリニアック装置の始業前点検」

松江市立病院 中央放射線科 織 部 貴 広

４．「当院における胸部単純撮影について」

島根県立中央病院 放射線技術科 小 川 邦 夫

５．「胸部正面単純Ｘ線写真の肺野から肩甲骨陰影を効率よく除去するには？

－上肢のポジショニングと肩甲骨陰影の関係－」

島根大学医学部附属病院 放射線部

＊島根大学医学部 放射線医学教室

○木 村 勇 輝 尾崎史郎 ＊内田幸司 高井大輔 皿田勝裕

金山秀和 西村真世 板倉佳苗 松村暁彦 小松明夫

６．「当院におけるＸ線透視撮影装置の画像評価」

島根大学医学部附属病院 放射線部

○高 井 大 輔 氏平武樹 木村勇輝 皿田勝裕 矢田伸広

山本泰司 八尾 進 奥井彰二 小松明夫

７．「髄膜腫の201Tl-cl SPECT Imaging

－発生部位および病理学的分類による Retention Indexの違い－」

島根大学医学部附属病院 放射線部

○皿 田 勝 裕 山本泰司 原元益夫 宮原善徳 小松 明夫

８．「ECR（欧州放射線学会＠ウィーン）より くにびきメッセへ

無料インターネット通話でビデオチャット」

島根大学医学部 放射線医学教室 ○内 田 幸 司

島根大学医学部附属病院 放射線部 矢 田 伸 広

・ランチョンセミナー 11:30～12:00 協賛：第一三共株式会社

「放射線領域におけるリスクマネージメント」

講 師 第一三共株式会社 エリア統括第二部 造影剤担当

筒 徳 洋 先生

・市民公開講演 13:30～16:00

・パネル展示 10:00～16:00
『あなたのための放射線展』

国際会議場入口に「画像検査」に関するパネルの展示を行います．

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS
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会 告
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第２回 拡大常務理事会
（社）島根県放射線技師会 平成19年度 第2回 拡大常務理事会報告

日 時 平成19年11月18日（土）15：30～17：50

会 場 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 岩崎一人 森脇郁生 磯田康範 原真司 吉岡隆二 山田和幸

本田雅人 原元益夫 永海智之 加藤三千夫 左田野恵三 加藤秀之（13名）

事務報告１．永年勤続表彰者推薦（加藤総務部長）

30年永年勤続表彰者として、谷野節男氏、小林健治氏、小川重行氏、濱潟和美氏を推薦した。尚、

会員の入会記録等に不明確な部分などがあり勤続表彰対象者が選定しにくい状況にあるため、今後

データベースを強化する。（質問等なし）

事務報告２．鳥取島根情報交換会報告（岩﨑副会長；放射線管理委員会委員長）

島根・鳥取県漏洩線量測定情報交換会を10月6日（土）14時から17時30分の日程で玉造厚生年金

会館おいて行った。議題は、主題である漏洩線量測定事業に付いて、新公益法人化への取り組みに

付いて。その他に県技師会事務所および会費納入方法と未納者問題に付いてであった。漏洩線量事

業に付いては、測定中のトラブル（管球破損等）に対して、両県共に具体的な対応策が決められて

なく、今後の検討課題とした。新公益法人化に付いては、両県共に対応を進めていくとの事であっ

たが、具体的な対応は行政の動向を見てから取り掛かる。事務所は、鳥取県は会長宅を事務所とし

ているとの事であった。未納者問題に付いては、両県共通の課題であった。また、今後は情報交換

会を定期的（年1回程度、次回6月中旬）に開催をする方向で意見が一致した。（定期開催に付いて、

全員了承）

事務連絡３．会費納入状況（加藤総務部長；財務部長代理）

今年度の納入状況は、未納者は320人中48人。過去を含めると、のべ66人の滞納者がいる。長い

会員では4年間の滞納がある。また、賛助会員は27社中22社の納入を得ている。今後、納入を促す。

参加理事の施設での未納者については、理事からも催促をお願いする。（質問等なし）

事務報告４．パネル完成報告（本田企画部長）

研修会で展示したようにパネルが完成した。写真で拡大によりマトリックスが大きく目立つもの

に関しては、差し替えを行う。今後は、運用について考える必要がある。

保管管理は県立中央病院で岩﨑副会長によって行う。貸出等の調整管理の窓口業務は総務部で行

う事となった。

事務報告５．公益社団法人説明会（小林会長）

県庁医療対策課の指示により、11月6日総務省主催公益法人制度改革に関する説明会（小林会長、

岩﨑副会長、池田財務部長）に参加、11月27日日興コーディアル証券主催公益法人セミナー（小林

会長、岩﨑副会長）に参加予定。次回、まとめて内容報告をする。

事務報告６．放射線島根および会報について（吉岡広報部長）

放射線島根については、これから準備に取り掛かる。内容は例年通りであるが、何か提案があれ

ば早めにして下さい。また、次回会報は新春号として1月下旬から2月上旬に発行する予定である。

この件について、小林会長より今年度は社団法人化されてから55年の年にあたり、大きな節目で

はないが55年特集号として何か一つ特集を組んで頂きたいとの提案があった。全員が了承し、早め

に企画し原稿依頼が必要であればする事となった。

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS
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第２回 拡大常務理事会
事務連絡８．会長会議報告（小林会長）

JARTの諸規定について、理事の構成等を協議した。また、来年度の地域理事改選にあたり、四

国からは愛媛県の西田会長が続投、中国からは広島県の渡部会長が退任の予定であるため、岡山県

の熊代会長を推薦する事となった。

審議１．春季研修会について（小林会長）

例年開催している春季および秋季研修会について、生涯教育カウントの取得対象イベントとなり

やすくするため、学術大会に名称を変更する方向である。これについては、年2回の研修会を学術

大会にする事に問題は無いのかなどの意見や質問等もあったが、少なくとも春季研修会に付いては

学術大会とする事となった。

平成19年度の春季研修会は、松江市のくにびきメッセで3月9日に行う予定である。内容は、例年

どおり会員の研究発表を行う。また、今年度は市民公開講演を午後に取り入れる予定である。市民

公開講演の内容は、がん関連の内容とする方向で調整を行い、現段階の素案としては、検診から

フォローまでを含めた画像診断としたいと考えている。具体的には、①県よりがん統計の解説②乳

がんを写し出す仕組み（富士フィルムメディカル）③新しい内視鏡、カプセル内視鏡を含めて（オ

リンパス）④精密検査と経過観察の視点よりCT・MRI・PET（東芝メディカル）⑤総合的なアドバ

イス（島根大学医師）としている。これに加えて、パネル展示と放射線検査Q＆Aを開催する予定で

ある。また、公開講演にはあけぼの会の方からの体験談を加えることも森脇副会長から提案がなさ

れている。公開講演については、以下のごとく様々な意見が出された。

原元理事；先日広島で行われたフォーラムにおいても公開講座があったが、時間的に過密すぎると一

般の方からの質問に答える時間やディスカッションの時間が無くなり、印象が悪くなる可能性もあ

るので考慮したほうがよい。特に、体験談などが含まれると長引く可能性も大きいのではないか。

また、活動カウントが取得できる内容としたい。

山田理事；県からのがん統計については、行政としての対策等があれば加えて話していただいてはど

うか。また、全体として相談的な内容となると、時間が必要になるのではないか。

磯田理事；検査に関する内容と体験談は必ずしも関連の深い話ではなく、時間的にも長くなることが

予想されることからも、どちらかに絞った方が良いと考える。

永海理事；学術大会全体として公開講演に力を入れたいと考えるが、時間が長くなった場合に一般参

加者がいるかどうかが問題となる。

加藤理事；がん統計を話して、画像を用いた検査となると統計的に多い疾患や増加傾向にある疾患に

ついての検査を中心としないと話の繋がりが無いのではないか。例えば、肺がんや大腸がんについ

ては、触れるべきではないか。

以上の意見を参考に、大筋では原案を採用し検討を進めることとなった。小林会長から、特に公

開講演は早めに準備に取りかかりたいため、題名を早急に決めたいとの意向が示され協力が求めら

れた。今後、メールを利用し早急に協議を図っていく事となった。

審議２．島根県会費納入方法について（小林会長）

新公益社団法人移行に伴い、JARTとしては会費の納入を県技師会とは完全に切り離すことが決

定された。これは、法人として全く別の団体であり、JARTに納入した後に県技師会に入金するこ

とは会計上問題があるための措置である。

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS
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第２回 拡大常務理事会
JARTについては、承知のとおりすでに前納性で進められており、直接払い込まれることとなる。

一方、県技師会費の払込の付いては、JARTの払込案内時に県技師会の案内を同封することも可能

となっているが、この場合１件当り１００円の手数料をJARTに払う必要がある。そこで、島根県

の対応としては、県会費は単独で請求および入金処理を行う。入金方法は、管理が容易であり手数

料等がかからない方向で検討したいと考えている。具体的には、合銀のATM振込みであれば手数料

は無料であり窓口であれば２１０円、また郵便振替は１２０円であるが、詳細はもう少し調べる必

要がある。また、当初の運転資金の事もあるので、前納性としたいが問題はないか。

これに対し、全員了承。また、前納性についてもJART会費がすでに前納性を決定しており、分

離納入決定前はまとめて払う事となっていたため、会員もそのつもりであろうから、特に問題が無

いとの意見が合った（岩﨑副会長、加藤総務部長）。詳細は、今後財務部と総務部で詰める事と

なった。

審議３．事務所取得について（小林会長）

予てより懸念していた新公益社団法人化と自社事務所取得に関しては、特に関連は無いようであ

る。しかしながら、現行のまま松江赤十字病院内に事務所を置くことは不可能であり、いずれにせ

よ何処かに事務所を設ける必要がある。事務所を開設運営するには初期費用に加えて運転資金（年

間１００万円程度）も必要となり、相当な会費の引き上げが必要となる。そこで、経過措置として

鳥取県がすでにしているように、会長宅を事務所としたいと考えている。当然ある程度の運転資金

は必要となる（鳥取県は月３万円）が、この間に会費の引き上げを検討し積み立てをしていきたい

と考えている。（全員了承）

【各部提案及び報告】（森脇副会長）

益田医師会まつりにおいて、県技師会として後援をするとともに被ばく相談や簡易パネル展示を

行い、社会活動カウントを得ることができた。今後、社会活動カウント取得の一つの方法として利

用していけるとよい。小林会長から追加で、奥出雲病院の病院際でパネル（旧）展示が行われた。

これら２つの催しについては、次回の会報に掲載を依頼する。

【その他】（小林会長）

• ６５回社団法人日本放射線技師会臨時総会（12月2日、東京）に小林会長と岩﨑副会長が出席。内

容は、定款改定を受けた諸規定の改定に付いて。

• 公文書番号を総務で管理している。技師会として発行する公文書には、この番号を利用する事。

管理は、総務が行っているので問い合わせる事。

• 技師会専用の封筒を作成した。必要と考えられる各部には配布する。必要があれば、総務部に連

絡する事。

• 平成21年に予定されている本県開催の中国四国放射線技術フォーラムの日程が変更になり、11月
21～22日と1週間遅らす事となった。理由は、技術学会の全国秋季学術大会を岡山で開催される事

となり、日程が近い事による。

• 図書を購入する予定。

医療被ばく説明マニュアル（パネルと共に保管し、原則同時に貸出をする）。

新公益法人新会計基準書（公益法人化に向けて）

以上
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第３回 拡大常務理事会
（社）島根県放射線技師会 平成19年度 第3回拡大常務理事会議事録

日 時 平成20年1月26日㈯ 1500～17:00

会 場 浜田医療センター 地域研修センター 2F

出席者 小林一郎 岩崎一人 森脇郁生 加藤秀之 池田秀樹 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 石田知大 永海智之 小川重行

加藤三千夫 左田野恵三 増野利政

【事務報告１．公益社団法人説明会参加報告】

小林会長から公益社団法人化に伴う各種説明会への参加報告がなされた。当技師会としては島根

県の公益性認定ガイドラインの公開を待って準備を進め、平成20年度に体制の見直しを行い、平成

21年度の移行申請を目指して準備を進めたいと考えているとの事であった。

【事務報告２．財務、会費納入状況および平成20年度会費納入変更について】

池田財務部長より会費納入率が90.2%との報告があり、未納者については支払いを要請するよう

協力を依頼された。今年度の財務状況としては、残りの出費として春季学術大会と放射線島根の発

刊を考慮しても問題がないとの報告があった。

小林会長より来年度の会費納入案内を12月末に発送したとの報告があった。来年度は日本放射線

技師会の制度の変更に伴い、県技師会においては直納の前納制とすること、煩雑性と手数料を考慮

しＡＴＭからの振込みを推奨するが、手渡しには柔軟に対応するよう指示された。今後は利便性を

考慮し郵便振込みにも対応したいとの事であった。また、賛助会員に付いては、年度会計を考慮し

従来どおりとし前納制としないとの事であった。

【事務報告３．会報および放射線島根の発刊について】

吉岡広報部長から会報を2月初旬に予定しているとの報告があった。放射線島根については若干

遅れているとの事であり、池田財務部長から早急に広告の募集を行うよう要請があった。また各種

研究会等の特別講演の原稿依頼は必要に応じて原学術部長が対応する事となった。

【事務報告４．会長会議報告】

小林会長より12月2日㈰に開催された65回臨時総会の報告があった。定款改正に基づく諸規定改

正が行われ、今後平成20年12月1日に公益社団法人への移行申請が予定されているとの事であった

。一部の地方技師会では今回の定款および諸規定の改正に付いて問題視する意見もあるが、このま

ま進む事になるとの事であった。また、日本放射線技師会中国四国地域理事に愛媛県会長の西田氏

、岡山県会長の熊代氏を、監事に現職の山本一雄氏を推薦する事となったとの報告であった。

【事務報告5．表彰について】

小林会長より、1月18日付けで日本放射線技師会事務局より勤続30年表彰４名の決定通知報告が

あった。該当者は小川重行氏、谷野節男氏、濱瀉和美、小林健治氏。

【審議１．平成19年度春季学術大会について】

小林より公開講演について、医師会、看護協会、検査技師会から後援の承諾を得たこと、講演内

容が決定したとの報告があった。パネル展示については、公開講演に内視鏡が含まれていることか

らオリンパスからパネルを提供していただくとの事であった。会場設営に付いては経費削減のため

当日のみ会場を借りるため当日は全理事協力体制で準備にあたるよう要請があった。

役割分担として、全体の進捗管理を加藤総務部長と磯田厚生部長が、会場については大岡組織部長

と加藤企画副部長が、公開講演を岩﨑副会長と森脇副会長が、パネル展示を本田企画部長と山田事
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第３回 拡大常務理事会
業部長が、ポスターおよびプログラム作成については永海広報副部長を中心に行うよう提案され了

承された。講師料と弁当代が生じる事、スタッフプレートを大学に依頼する事、イベント申請につ

いては教育委員を中心に、パネル展示についてはパネル展示担当者と協議しで対応する事となった

。会場設備に付いては会場担当と進捗管理担当者が早めに会場であるくにびきメッセに行って確認

する予定となった。

【審議２．研究会の立ち上げおよび各分科会・研究会（認定を含む）の整理について】

小林会長から会員への情報提供と知識・技術向上を目的として『島根県64CLUB』および『CT 
Work NOW』という名称の研究会を学術部の下部組織として立ち上げ、それぞれエーザイとバイエ

ルの協賛を得るとの提案があった。これに対して、これまでの研究会等への関わりや他のモダリテ

ィーへの公平性や今後の展開、公益法人化に向けた特定企業からの協賛についての憂慮などの意見

や質問があり、下部組織にする事に付いては再度検討することとなった。また、既存の研究会等と

技師会の関わりなど不明瞭な点も多い事から学術部でまとめるよう指示があった。

【審議３．平成20年度第55回定期総会について 】

小林より平成20年度の島根県放射線技師会定期総会について提案があった。日程は5月25日、10
時から講演会、13時から定期総会とする。会場は順番から西部地区とする。講演会の内容は協賛企

業から2社にしていただく。総会に向けて2月29日までに各部の事業報告を、3月10日までに事業計

画案を、3月29日に理事会を開催し議案集の読み合わせを行い、4月12日午前に監査、午後に来年度

の第1回理事会の予定とする。総会での決議案提案項目として事務所移転、事務所費対策、公益社

団法人移行がある。事務所費に関連して年間3000円程度の基金積み立ての徴収提案があり、各理事

持ち帰りで次回の検討となった。

【審議４．会費滞納者の処遇について】

小林会長より会費滞納者に対する処遇として、定款第２章11条にある１年以上の滞納の場合には

除名することが出来ることから、ＪＡＲＴに準じて３年間滞納の場合には除名を促す方向で進める

との提案があり、全員了承した。

【審議５．理事会の開催について】

小林会長から、今後の理事会について原則として金曜日の夕方から江津市もしくは大田市あたり

で開催し、冬季は天候を考慮し土曜日としたいとの提案があり全員了承した。また新公益社団法人

移行を考慮して拡大常務理事会を理事会へ統一し、年６回程度の開催としたいとの提案があり全員

了承した。

【審議６．島根県放射線技師会の新データベース構築について】

加藤総務部長より業務効率化のため市販ソフトによる県会員データベースの構築提案があった。

これについて財務的に問題はなく個人情報保護の観点に十分配慮して構築する方向で全員了承した

【その他、各部提案及び報告】

森脇副会長から春季学術大会のイベント申請を早めにする必要があるため、研究発表に付いては

早急に学術に申し込むよう周知していただくよう依頼があった。

小林会長より松江市立病院から公開講演会（がん患者の希望を支える連携）への後援依があり承

諾した事および医用画像管理セミナー(中級)が東京で2月16日から17日に、胃がん検診従事者講習

会が2月9日に松江市で開催される事について報告があった。次回第3回拡大常務理事会を3月29日金

曜日に島根県立中央病院で開催予定とし閉会となった。

以上
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あなたのための放射線展

「あなたのための放射線展」開催

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

平成19年10月14日に益田地域医療センター医師会病院において「あなたのための放射線展」

を開催しました。毎年10月中旬の日曜日に同施設にて「医師会まつり」として開催されている

病院行事にあわせて開催しました。

今回は、今年技師会で作成した検査説明パネルの展示（パネルは完成しておりませんでした

のでコピーを使用しました）と会員による説明と相談、および「医師会まつり」で毎年おこな

われている「無料骨塩定量測定」のお手伝いをしました。例年骨塩定量測定の希望者は多く、

開始前から整理券を求められる来場者が長い列を成しておられました。このため測定開始を早

め、会場の片づけが終わる午後３時くらいまで測定をおこないました。結果として142名の方

に骨塩定量測定をおこなうことができました。

また、展示ではご来場された方に検査パネルについてのご説明をさせていただきました。そ

の時我々の説明は検査に関する技術的内容が主体となってしまいましたが、来場者は病気に

なったときにどのような治療をするのか、また経過はどのようになるのか、といった診療の流

れをご質問されることが多かったように感じました。

診療放射線技師が検査にどのように関わり、

使用される検査機器や技術、管理といった、

我々が も腐心していることにあまり関心を

示していただけませんでした。今まではどう

しても検査を提供する側の視点で展示を組み

立てていましたが、今後は医療を受ける側の

視点から、診療における診療放射線技師の関

わりをテーマにした展示の組み立てが必要であると思いました。

後になりましたが、今回のイベント開催に会場をご提供いただいた益田市医師会、またイ

ベント開催について調整・連絡にご尽力いただきました森脇副会長、加藤総務部長にこの場を

お借りして深謝いたします。

（社）島根県放射線技師会で「医療被ばく説明マニュアル」

を購入いたしました。

基本的なことはもちろん、各検査別の被ばく線量や線量測定に

ついてまでわかりやすく丁寧に記載されている一冊です。かゆい

ところに手が届くといった表現がもっともしっくりくる内容と

なっています。

是非、パネルとともにご利用ください。
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島根大学医学部附属病院 金山秀和

こんにちは。

済生会江津総合病院の半田絵美さんから、Relay Essayがまわってきました、島根大学医学

部附属病院の金山秀和です。私は、広島県立保健福祉大学（県立大学の再編統合により放射

線技術科は消滅．．．．(>_<) ）を卒業し、放射線技師歴４年になる生粋の出雲人です。よ

ろしくお願いします。

半田さんからRelay Essayの原稿依頼をすんなり受けたものの、何を書こうか悩みました。

考えに考え、ようやく何を書こうか決まりました。それでは．．．．

去年の４月13日、我が家に待望の第一子が誕生しました。身長53cm、体重3750gになる 近

にしては珍しいジャンボな男の子です。体重が4000gに近かったせいなのか病棟では有名人に

なっていました (^◇^)。

数日後、病院を退院し我が家での、新しい生活が始まりました。 初は、泣いている理由

が分からず、「あっ！！お腹すいてるんだ」と思いおっぱいを飲ませてみたり、「あっ！！

おしっこしてるんだ」と思いオムツを替えたり、「あっ！！抱っこして欲しいんだ」と思い

抱っこしてあやしたりと悪戦苦闘しました。しかし今では、何を望んでいるのかしぐさや顔

色を見てある程度判断できるようになりました。

子供の成長は早いもので、2ヶ月で首がすわり、5ヶ月でおすわりができ、10ヶ月になる今

では、つかまり立ちができます。ちなみに特技は、“ばんざい”、“おつむてんてん”、

“おもちゃの電話を持ってもしもしの格好”です。

来年の今頃は子供と一緒に何をしているんだろうと思いながら、子育てを楽しんでいます。

次は、同期になる平成記念病院の永野淳君にリレーします。よろしくね！！

お願い

Relay Essay

メールアドレスの登録をお願い致します。

島放技では電子メールを利用し、個人宛に技師会情報を配信しております。

・会報 ・ホームページ更新のお知らせ

・各種研修会、講習会のご案内 ・島放技からの連絡事項

・日放技の動向

会員の皆様にスピーディな情報伝達を目的に、個人のメールアドレスの登録をお願い致し

ます。ご理解ご了承いただける方は総務部までご連絡ください。

お問合せ先

島根県放射線技師会 総務部長 加藤秀之

〒690-0886 島根県松江市母衣町２００ 松江赤十字病院 放射線科部 MRI室

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

E-Mail : sart07_kato@yahoo.co.jp
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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 
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今後の予定

平成20年度 第55回 定期総会公示の予告
社団法人島根県放射線技師会 第55回第定期総会を定款22条･23条に基づき下記のとおり
開催いたします。 詳細は次号会報に掲載します。

期 日 平成２０年５月２５日 (日)

開催地 西部地区

平成20年の予定

2月23日 第1回島根県64CLUB （出雲市）

2月24日 平成20年 第2回わかとり会 （鳥取市）

3月4日 島根大学大学院 放射線腫瘍医ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｺｰｽ特別講義 （出雲市）

3月8日 第3回島根核医学技術研究会 （松江市）

3月9日 平成19年度(社)島根県放射線技師会春季学術大会 （松江市）

4月4～6日 日本放射線技術学会第64回総合学術大会 （横浜市）

7月10～12日 第24回放射線技師総合学術大会 （北海道）

※ 春季学術大会は㈳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。

※ 春季学術大会の昼食は会で準備いたします。

※ 春季学術大会の駐車場（無料）ご案内

自動車でお越しの方は、下記地図を参考に技師会臨時駐車場をご利用下さい。料金は無料です。

メッセの駐車場ご利用の場合は通常の駐車料金が生じますのでご了承下さい。

お知らせ

3月9日
技師会用
臨時駐車場
（無料）
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