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あいさつ
『2016新年あいさつ』

一般社団法人 島根県診療放射線技師会
会 長
森脇 郁生

皆様、新年明けましておめでとうございます。一般社団法人

島根県診療放射線技師会会長

の森脇郁生でございます。
旧年中は、技師会業務に対し、ご理解、ご協力を賜り心よりお礼申し上げます。
2016年の幕開けに、一言新年のご挨拶を申し上げます。
私は平成27年度より一般社団法人島根県診療放射線技師会の会長をお受けするにあたり、こ
の歴史ある島根県診療放射線技師会の会長を自分のようなものに務まるのかと自問自答し、毎
日毎日、目に見えない責任感とプレッシャーに背中を押されここまで何とかやってこられまし
た。これもひとえに技師会理事の皆様を始め、会員の皆様のご協力があってのことと改めまし
てお礼を申し上げるところです。
さて、島根県診療放射線技師会の、昨年新たな活動としては、業務拡大に伴う統一講習会を
開催いたしました。厚生労働省令の定める診療放射線技師法の規定が改正され、新たに診療放
射線技師の業務範囲が拡大されました。今年度は静脈注射抜針講習を受講された方が対象とな
り、島根県では９０名の方が対象者でしたので、定員６０名はすぐ埋まるであろうと安易に考
えておりましたが、結果は２９名の受講と過半数にも満たない結果となってしまいました。会
員の皆様への講習会受講の意義についてもっと広報すべきであったと反省しております。日本
診療放射線技師会も、平成32年までにすべての診療放射線技師が受講するよう指導をしており
ますので、平成28年度はぜひ、早めの受講をお願い致します。詳細につきましてはホームペー
ジをご覧ください。
また、平成28年度の大きな行事といたしまして、平成28年11月19日(土)、20日(日)に松江市
の島根県民会館において、第12回中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2016）が開催さ
れます。会員皆様の英知を結集して取り組んで参りたいと思っておりますので何卒ご理解、ご
協力を賜りますようお願い申し上げます。
今年の干支は丙申(ひのえさる)です。文字の意味は今までの努力が実を結ぶ年と言われていま
す。私自身、2016年を集大成の年と位置づけ、一般社団法人

島根県診療放射線技師会発展の

ために邁進する所存でございます。
本年も何卒、会運営に対しまして変わらぬご理解、ご協力をいただき、2016年を実り多き
１年にしていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。
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理事会
○平成 27 年度 第 6 回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会
【開催日時】 平成28年1月16日（土） 14:00～15:30
【会

場】 島根県立中央病院 放射線控室（出雲市姫原4丁目1‐1）

【構

成】 20名（理事18名、監事2名）

○平成 27 年度 第 7 回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会
【開催日時】 平成28年3月6日（日） 15:00～16:30
【会

場】 島根県済生会江津総合病院 2F 第一会議室（江津市江津町1016-37）

【構

成】 20名（理事18名、監事2名）

各理事会・定時総会の議事報告は、
一般社団法人島根県診療放射線技師会のホームページ（http://shimane-art.jp/）に
掲載しておりますので、ご確認ください。

事業報告
平成27年度

会員交流事業

「ソフトバレーボール大会」開催される
一般社団法人 島根県診療放射線技師会 企画部副部長 ホワイト 里子
平成28年2月13日(土)出雲体育館にて、会員交流事業のソフトバレーボール大会が行われました。
今回は総勢26名の参加、内7名が女性会員と、過去最多の女性会員の参加となりました。幅広い年齢層の参
加となり、大盛り上がりのなか年の差を感じさせないプレイが繰り広げられました。接戦の結果、優勝を勝
ち取ったのは、森脇会長率いるチーム[ふんころがし]でした。また懇親会も多数の女性会員の参加となり大
いに盛り上がりました。
今回の交流事業を通してより一層会員の親睦が深まった気がします。ご協力してくださった皆様、大変あ
りがとうございました。

結果
優 勝 ： ふんころがしチーム（森脇、梶谷、栗山、細田、加茂、中島）
準優勝 ： モンキーズチーム（宮原、藤井、岡田、野津、山本、ホワイト）
３ 位 ： みじんこチーム（西平、生田、松井、前田、静間、石飛、加戸）
４ 位 ： リスチーム（山田、青木、内田、陰山、宮井、石田）
※敬称略
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事業報告
平成27年度

一般社団法人島根県診療放射線技師会

春季学術大会 開催される

平成28年3月6日（日）に島根県済生会江津総合病院において、平成27年度一般社団法人島根県診療
放射線技師会 春季学術大会が開催されました。10名の会員研究発表があり、活発な質疑応答が行われ
ました。
学術講演・市民公開講演として島根県立しまね海洋館アクアスの館長 砂田 忠先生と獣医師の三島 有
紀先生をお迎えし、アクアスの裏話としてこれまでのご苦労や感動秘話など大変興味深いご講演を頂き
ました。
会員研究発表（１）
①
②
③
④
⑤

座長 多田 佳司（島根大学医学部附属病院）
中島 由佳梨（島根県立中央病院）
移動形X線装置間における出力の比較
島根県立中央病院 放射線技術科
心臓専用半導体 SPECT装置の基礎的検討
島根大学医学部附属病院 放射線部
瘤形成を伴う冠動脈肺動脈廔の1例
松江市立病院 中央放射線科
X線撮影における光照射野光源を利用した撮影距離設定器具の開発
えだクリニック整形外科リハビリデーション科
微分方程式を用いた離散トモグラフィ画像再構成法の数値実験による検討
島根県立中央病院 放射線技術科

山本 真由佳
景山 紗貴
田代 真人
内田 幸司
中濵 寿太

会員研究発表（２）
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

座長 原田 真範（益田赤十字病院）
河本 ちひろ（大田市立病院）
当院CT検査における被ばく線量評価 －DRLs 2015 との比較－
松江赤十字病院 放射線科部
α7使用経験
島根県済生会江津総合病院 放射線技術科
自作模擬上肢ファントムを用いた造影剤の動向の検討
松江市立病院 中央放射線科
災害医療におけるアクションカードの作成と課題の検証
島根県立中央病院 放射線技術科
当院における病棟看護師のための放射線検査 FAQ 作成
松江市立病院 中央放射線科

森脇 武志
藤井 徹
岩坂 徹
山田 聖悟
伊藤 央恭

学術講演・市民公開講演
司会 森脇 郁生（一般社団法人島根県診療放射線技師会会長）
講演 1 「アクアスを支える様々な人々」
島根県立しまね海洋館 アクアス 館長 砂田 忠 先生
講演 2 「アクアス裏話 ～シロイルカの出産からバブルリング誕生秘話まで～」
島根県立しまね海洋館 アクアス 海獣展示課 海獣係長 獣医師 三島 有紀 先生
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Relay Essay
一億総活躍社会
島根大学医学部附属病院

小松

明夫

はじめに
「池田さん、枯れた木に水を差しても花は咲きませんよ!」と言いつつ楽しみながら原稿を書いている小松で
す。池田さんありがとう。
現在、再雇用制度に依り附属病院放射線部で働いています。私自身は60歳を過ぎて働くことは心身ともに
無理かなと思っていましたが、実際はそうでもありません(周りは迷惑しているかもしれませんが)し、諸先輩
を見ても働いている方が多く、診療放射線技師の場合は、それなりの需要があって働くことが求められてい
るのかもしれません。
その１・労働のすすめ
表題の「一億総活躍社会」は、アベノミクスの「成長戦略＝三本の矢」に続く第二弾です。その目標設定
として「GDP600兆円(現在537兆円)」「出生率1.8（現在1.4）」「介護離職ゼロ」の三つが掲げられて
います。今は「少子高齢化」の流れの中にあって2030年には65歳以上人口が全体の1/3を占めるとされ、
生産人口の減少が危惧されています。その一方で年金や退職金は減ってきていますので「60歳定年＝楽隠居
」は、過去の話となってしまいました。近い将来、定年を迎える皆様、諸先輩を見習って60歳過ぎてもバリ
バリと働き、出生率向上(子や孫の支援)に寄与し、GDP600兆円にも貢献してください。
その２・学問のすすめ
先に述べた生産人口の減少を解決する手段として移民、難民の受け入れが検討されています。その政策が
始まっているわけではありませんが、最近出雲では斐川等の工場で働く外国人(特にブラジル)が多くなりまし
た。当然のことながら病院でも患者さまとして接する機会が増えて、ポルトガル語でのやり取り(通訳を通じ
て)が日常的になっています。これまで(これからもですが)診療会話等、技師会では英語に力を入れてきまし
たが、現実は英語だけでは足りないのが実情です。英語も満足に話せないのにと嘆く今日この頃ですが、先
日、翻訳機能が付いているタブレット端末を手に入れ、使用する機会を虎視眈々と狙っています。私の経験
からいえば、55歳を過ぎるころから物覚えが極端に悪くなりますので、若い方は今のうちに英語をしっかり
と身につけ、早めに第２外国語(ポルトガル語等々)に着手してください。定年間近組には文明の利器の利用を
お勧めします。
その３・人脈形成のすすめ
さて、文明の利器は、ネット検索により私に多くの情報をもたらしてくれます。しかし、間違っているも
のもあり、「あれ？？」と思うことが時々あります。特に仕事に直結する「放射線技術学」について検索を
したときは注意が必要で、確認作業をすることが求められます。鵜呑みにしてはいけません。そのときに役
立つのが人脈ネットワークですね。技師会や技術学会の勉強会やセミナに参加し、学術大会等で発表や質問
をすることが職場以外の人脈形成の一助となります。折しも今年は「CSFRT in島根」が松江市で開催され
ます。是非参加をして「あれ？？」を見つけてください。
今は情報が氾濫しており、その中で自分の立ち位置が分かり難くなっていますので、この点からも「人脈＝
良質の情報」が必要になります。
おわりに
｢その１・お子様４人で出生率向上に大いに貢献。その２・情報(ハードもソフトも)に強い。その３・広い
人脈を形成。｣と、今回のエッセイの問いかけに尊敬に値するほどヒットしている、江田クリニックの内田幸
司さんにリレーします。よろしくお願いします。
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会員登録情報
ご登録を頂いております会員情報（転入・転出、氏名、勤務先、自宅住所、連絡先など）に変更がありま
したら、JARTホームページ内（http://www.jart.jp）のJART情報システムより、速やかに変更手続きをお願
い致します。ただし、退会をされる場合には退会届を島根県診療放射線技師会総務部まで、ご提出していただく必要が
ありますのでご注意ください。
JART情報システムをご利用いただくには、パスワードの取得が必要になりますが、本人様の会員情報の照会や変更が可
能となります。総務部といたしましては、インターネット環境のある方には会員システムを積極的にご利用いただきたい
と考えております。インターネット環境の無い方や手続きについてご不明な点がありましたら、ご遠慮なく総務担当・山
口までご連絡ください。また、変更届の用紙をご利用される場合には、総務担当・山口までご郵送いただきますようお願
いいたします。
なお、島根県診療放射線技師会にのみ会員登録をされておられます会員の皆様につきましては、従来通り変更届などの
用紙を総務担当・山口までご郵送頂きますようお願いいたします。
【お問い合わせ先】
山口 裕三
一般社団法人島根県診療放射線技師会 総務部長
E-mail officesart@fuga.ocn.ne.jp
TEL 0855-54-0168（直通） FAX 0855-54-0168
〒695-8505 江津市江津町1016-37 島根県済生会江津総合病院 放射線技術科

今後の予定
 第81回 Informal Meeting in 出雲
日 時 ： 平成28年4月23日（土） 13：30～16：00
会 場 ： 島根大学医学部附属病院 外来棟3階 カンファレンス室

 平成28年度 春の学術講演・第66回定時総会
日 時 ： 平成28年5月15日（日） 10：00～（予定）
会 場 ： 島根県立中央病院 2階 大研修室

 業務拡大に伴う統一講習会
日 時 ： 平成28年6月4日（土）～5日（日）
会 場 ： 松江赤十字病院 本館 6階 講堂

 JART診療放射線技師基礎技術講習【CT】
日 時 ： 平成28年8月28日（日）
会 場 ： 山陰労災病院

 第32回 日本診療放射線技師学術大会
日 時 ： 平成28年9月16日（金）～18日（日）
会 場 ： 長良川国際会議場・岐阜都ホテル
メインテーマ ： 『国民と共にチーム医療を推進しよう』
演題募集期間 ： 平成28年2月15日（月）～平成28年4月30日（土）
事前参加登録 ： 平成２８年２月１日（月）～平成２８年７月２９日（金）
＊詳細は日本診療放射線技師会ホームページ（http://www.jart.jp/）をご確認ください。

 第12回 中四国放射線医療技術フォーラム （CSFRT2016）
日 時 ： 平成28年11月19日（土）～20日（日）
会 場 ： 島根県民会館
メインテーマ ： 『
- 調和から創造力へ - 』
＊詳細は第12回中四国放射線医療技術フォーラムのホームページ（http://csfrt2016.umin.jp/）をご確認ください。
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第12回中四国放射線医療技術フォーラム
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