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『 年 頭 所 感 』 
 
 

 

 

       一般社団法人島根県診療放射線技師会 

           会 長  小  林  一  郎 

 

 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

会員の皆様には、希望に満ちた平成27年の新春をお迎えのことと心よりお慶びを申し上げます。 

 今年は、未年（ひつじどし）です。 

大地を覆う木に若い枝が生え、成長していく木の姿といわれ、まっすぐと大空に向かって勢いよく伸びて

いくその姿を連想され、中国には「羊は天下太平をもたらす」という言葉があり、未年は平和な年になる

と言われています。またヒツジは、温和な性格で協調性に富んでいるともいわれ、家族の「絆」や「安ら

ぎ」の象徴とされています。 
 

 第29回日本診療放射線技師学術大会期間中の平成25年9月21日に全国に先がけて、島根県、（公社）日

本診療放射線技師会、（一社）島根県診療放射線技師会との三者間で『放射線被ばくの防止に関する包括

的総合協力協定』を締結したことは、大きな意義がありました。 

 平成26年10月18日に、平成26年度島根県原子力防災訓練が開催され、島根県防災部原子力安全対策課よ

り、原子力災害発生時におけるOIL判断に基づく広域避難時に実施するスクリーニング検査の実施につい

て、本会へ参加要請がありました。訓練は、協定に基づき日本診療放射線技師会から2名の派遣をして頂

き、島根県会員と共にファシリテーターとして住民にスクリーニング検査についての説明や、サーベイヤ

ーとして30km圏外で避難住民へのスクリーニング検査等を行いました。今回、有事の際に後方支援として

活動を行うことになる30km圏外の西部地区の会員の方々に訓練に参加をして頂けたことは、原子力発電所

を抱える島根県診療放射線技師会として、県民の安全・安心に寄与するために大きな前進となりました。 
 

 本会としてこの度、独立事務所の取得が可能になりました。以前より事務所維持が困難なため、会長な

らびに総務部の交代に併せて、事務所物品および過去の資料も引き継がれ、事務所移転が不可欠とされて

きました。その際、資料整理の遅れ、不明慮ならびに紛失も考えられるため、資料保全が必要であり、ま

た法人格を有する団体として独立事務所の設立が必要とされ、第55回定期総会（平成20年5月25日開催）

で、独立事務所取得議案に賛成議決を頂きました。その後物件について、関係者の方々にお願いをしてお

りましたが、暫らくは紹介がありませんでした。この度、松江市より旧鹿島ケーブルビジョン（鹿島町）

建屋のご紹介がありました。この建屋は、2003年竣工で、鹿島町と松江市の合併後、山陰ケーブルビジョ

ンが、配信設備のみを使用しており空き家状態のため、建屋の一角である2階アナンサー研修室を安価で

借用することに許可が下りました。これは、鹿島町地域協議会において、三者による『放射線被ばくの防

止に関する包括的総合協力協定』の締結が評価され、建屋の使用が許可されました。今後、本会の事務所

として、技師会業務を効率的かつ円滑に行えるように整備をしたいと考えております。 
 

 平成28年11月19日㈯･20日㈰の二日間、中四国を一巡し島根県としては第2回目となります、第12回中四

国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2016） が、改装された島根県民会館を会場として開催されます。本

大会が成功しますよう会員皆様のご協力をお願い申し上げます。 
 

 今後も、診療放射線技師の職業倫理の高揚と共に放射線の安全利用に関する知識の普及啓発及び診療放

射線学の向上発展を図り、県民の健康福祉の向上に寄与することを目的として事業を展開してまいります

ので、絶大なるご協力を賜ります事をお願いし、新年の挨拶とさせて頂きます。 
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      会 告 
 

 

  

 

 

 

拝啓 

 立春の候、会員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 この度、下記日程におきまして(一社)島根県診療放射線技師会春季学術大会を開催いたします。 

 ご多忙中とは存じますが、ご参加くださいますようご案内申し上げます。       敬具 
 

日時  平成27年3月1日（日）10:00～15:00 

会場  島根県立中央病院 2階 大研修室 （出雲市姫原4丁目1-1） 
 

開会の辞   一般社団法人島根県診療放射線技師会 学術部長  原  真 司 

開会の挨拶  一般社団法人島根県診療放射線技師会 副会長   森脇  郁生  
 

 10:05～11:05 会員研究発表   座 長 佐藤 司（安来市立病院） 
 

1. ヘッドレストの違いにおける頭部CTの検討 

   中村 誠也（益田地域医療センター医師会病院 放射線技術科）  

2. Fast kV switching Dual Energy CT を用いた仮想単色X線画像の撮影条件適正化に関する基礎的検討 

    山城 圭進（松江赤十字病院 放射線科部）   

3. まめネットによる画像連携は業務を改善する 

   加藤 秀之（松江赤十字病院 放射線科部）  

4. 胸部撮影における線量指標EIの適正値の検討 

   細田 隆太朗（島根県立中央病院 放射線技術科）  

5. 当院におけるX線防護衣の管理 

   前田 哲生（島根県立中央病院 放射線技術科） 

6. FPDを用いた骨盤計測撮影についての検討 －臨床評価による検討－ 

   小嶋 菜摘（島根県立中央病院 放射線技術科） 

11:05～11:15 休 憩 
 

 11:15～11:55 会員研究発表   座 長 矢田 俊介（島根県立中央病院） 
 

7. ディジタル画像の画質評価－術後腹部（異物確認）撮影を想定して－ 

   山戸 雄太（島根大学医学部附属病院 放射線部）  

8. 乳房撮影装置におけるコントラストの比較－ステップファントムを用いた検討－ 

   原 夕貴（島根大学医学部附属病院 放射線部）  

9. 顎関節MRIにおける3T-Head coil と1.5T-Surface coilの比較」 

   中尾 健人（島根大学医学部附属病院 放射線部） 

10. CT - AECの比較 

   原田 大輝（島根大学医学部附属病院 放射線部） 

11:55～12:30 休 憩 
 

 12:30～15:00 学術講演   座 長  原 真司（島根大学医学部附属病院） 
 

「医療現場における3Dプリンターの活用事例」      丸紅情報システムズ株式会社 
 

「RSNA2014で発表された最新技術についての紹介」      東芝メディカルシステムズ株式会社 

         シーメンス・ジャパン株式会社 

         GEヘルスケア・ジャパン株式会社 
 

閉会の挨拶  一般社団法人島根県診療放射線技師会 副会長  森脇  郁生 

 春季学術大会の昼食は用意いたします。  

昼食準備ため出席をされる会員は、施設または個人で総務部にMailでお知らせください。Mail環境の無い方は、電
話・FAXでお知らせください。   2月25日㈬【申込〆切】 

  －お問合せ先－ 

     中島 清貴  一般社団法人島根県診療放射線技師会 総務部長 

      E-mail sart60mrchoffice@yahoo.co.jp  TEL 0852-24-2111（PHS7180） FAX 0852-32-0513 

       〒690-8506  松江市母衣町200番地  松江赤十字病院 放射線科部 

2015/2/1 

平成26年度 一般社団法人  島根県診療放射線技師会 

  春季学術大会のご案内  

mailto:sart60mrchoffice@yahoo.co.jp
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                               平成 27 年 1 月 1 日  

     一般社団法人 島根県診療放射線技師会  

                         会長   小林   一郎  

 

 

                第 65 回  

一般社団法人島根県診療放射線技師会  

定時総会開催について  
 

 

 

平成27年度 第65回定時総会を、定款12条･14条に基づき下記のとおり公示します。  

 

 

記  

 

 

          期  日  平成 27 年 5 月 17 日㈰  

          時  間     13:00～15:00（予定）  

          会  場   島根県立中央病院 2階 大研修室  

      〒693-8555  島根県出雲市姫原4-1-1  

         TEL0853-22-5111  

 

     ＊総会に出席の際には、別送の総会資料をお持ち下さい。  
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○ 平成 26 年度 第 4 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26年12月7日（日）15:30～16:30 

  【会  場】 浜田医療センター 2階 総合研修センター（浜田市浅井町777番地）  

  【構  成】 20名（理事18名、監事2名） 

 

○ 平成 26 年度 第 5 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27年1月24日（土） 14:00～17：00 

  【会  場】 ホテル白鳥 朱鷺の間（松江市千鳥町20） 

  【構  成】 20名（理事18名、監事2名） 
 

 

 各理事会の議事録は、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。 

理事会 

 

 平成26年11月8日（土）に、イオン松江ショッピングセンター

（松江市）において、2014レントゲン週間に併せて『あなたのため

の医療放射線展 ～安心・安全な医療をめざして～』を、開催いたし

ました。 

 島根県診療放射線技師会として、今年で4回目の開催となりまし

た。今回のイベントにおきましては、パネル展示や映像を用いて、

放射線検査の有効性や、診療放射線技師という職業を県民の皆さま

に広くPRできたと思います。今後も職能団体として、診療放射線技

師の認知向上に努めていきたいと思います。 

 イベント当日、朝早くからご協力いただいた会員の皆様、ありが

とうございました。 

一般社団法人島根県診療放射線技師会 総務部長  中島 清貴 
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一般社団法人島根県診療放射線技師会 企画部長 栗山 靖之 
  

 平成26年12月6日（土）島根県立石見武道館（浜田市）にて、会員交流事業「ソフトバレーボール大会

」が開催されました。 

 ソフトバレーボール大会も今年度で4年目を迎え、参加される方々が年々上手くなってきている気がし

ます。そして今回は、秋季学術大会が翌日に浜田医療センターで開催されるということもあり、4名もの

女性会員の参加がありました。試合は大いに盛り上がり、好プレーあり珍プレーありの熱戦を繰り広げま

した。その中、接戦をものにしたのは、玉造病院の勝田さん率いる「チーム勝田」でした。 

  

事業報告 

  

 

 平成26年12月7日（日）に浜田医療センター（浜田市）で、平成26年度一般社団法人島根県診療放射

線技師会秋季学術大会が開催されました。今年度は、西部地区研修会、秋季学術大会およびInformal 

meeting in 浜田の合同開催で、10:00～15:00の長時間の研修会でしたが、多数の皆様にご参加を頂き

ました。 

 午前の部に開催されました西部地区研修会では、富士フィルムメディカル株式会社の島内真路先生を講

師にお迎えし『新画像技術のご紹介』の企業講演の後、5名の会員様による研究発表があり、活発な質

疑応答が行われました。 

 午後の部では、Informal meetingとの合同企画による、『診療放射線技師のキャリアアップについて

』のテーマで、第1部では、認定･専門技師制度について、県内で認定資格を取得しておられる、会員様か

ら各認定資格の取得方法などについて講演があり、第2部では、『新人･新規採用技師に対する教育につい

て 』西部地区の技師長さんを交えたフリーディスカッションが行われました。 

 この後開かれた懇親会も、ソフトバレーの話題で大いに盛り

上がりました。スポーツを通じて会員の親睦が一層深まった気

がしました。一人のケガ人も出ることなく無事終わることが出

来ました。 

 次回は中部地区で行う予定です。お手伝い下さった皆様、大

変ありがとうございました。 
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一般社団法人島根県診療放射線技師会教育委員会 委員長 梶谷 尊郁 
 

 平成27年1月25日（日）に、平成26年度診療放射線技師基礎技術講習・血管造影検査（日本診療放射

線技師会主催・島根県・鳥取県合同開催）が松江赤十字病院で開催されました。 

 この講習会は、日本診療放射線技師会が定めた学習目標に沿った形で行われ、普段血管造影検査に携わ

っていない技師に必要な基礎知識を習得することが目標となっています。 

 講習会には、島根・鳥取・兵庫県から27名の受講がありました。朝9時から夕方5時までの長丁場の講

習会・試験でしたが、受講生の皆さんが熱心に聴講され、講師の先生に質問をされておられました。 

 講義は、装置の説明・各部位での解剖・造影方法・各施設での実際の造影検査の取り組み・被ばく線量

の管理など多岐にわたっていましたが、各講師の先生の分かり易い丁寧な説明で講義が行われ、最後に臨

床技術能力検定（試験）を行い講習会は終了しました。 

 来年度は、鳥取県で核医学の基礎技術講習が予定されています。多くの会員の皆様に参加して頂きます

ようよろしくお願いします。受講生の皆様、お忙しい中講義を引き受けて頂きました講師の先生、お疲れ

様でした。 

 

事業報告 

 

雲南市立病院 放射線技術科 野口 悦現 
 

 こんにちは、同級生の永見君からバトンをもらいました、雲南市立病院の野口悦現です。悦現はエツゲンで

はなくヨシミと読みます。やっぱりあだ名はエツゲンでしたが…。 

 永見君のお宅には一度お邪魔させてもらい、出雲なんきん やら、めだかやら をみせていただきました。い

やこれはもうプロの域ですわ。 

 ところで、我が家のお話です。現在、長男と長女は県外の学校に転出していますので、母と嫁と私と末娘（

トイプードル）の3人と1匹で暮らしております。そこで、我が家のアイドル、愛犬のトイプードルの事を紹介

したいと思います。名前は“いちご”といいます。7月1日生まれで5歳半、人間でいうと熟女の域になったよう

です。毛が抜けにくい犬種ということもあり長女がほれ込み、2009年の9月に我が家にやってきました。1歳を

迎えようとしていたころ、左の前足を骨折してしまい、鳥取大学のほうに紹介され、創外固定の手術を受けま

した。農学部の動物病院で、CTありMRありイメージありで、なかなかの設備でした。大変心配しましたが、お

かげさまですっかり元気になりましたおかげで大した躾もせずに溺愛されて育ったためか、人の事が大好きで

す。 

 

                          Relay Essay 

す。（芸は無いですが）体重が2㎏ぐらいなので、私が横になっている

と、腹の上にあがって寝ていることもしばしばです。今はこたつの中

で寝ています。最近では、このいちごさんを連れてあちこち出かけま

す。近場では松江城の方や出雲大社、平田、大山などなど。昨年の夏

には九州の湯布院や阿蘇山の方に行ってきました。犬を連れて宿泊で

きる場所を探しての旅だったので、いろいろと制限はありましたが、

楽しんで来ました（お金もかかりましたが）。愛犬家の方、ドッグカ

フェとかの情報がありましたら、ぜひ教えてください。 

 次は、友達の輪で高校の同級生、出雲保健所の塩野恭次さんにバト

ンを渡します。よろしくお願いいたします。 
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一般社団法人島根県診療放射線技師会の会員様が表彰を受けられましたのでご報告致します。 

 ■ 叙勲 瑞宝双光章  大屋 俊男  先生（平成26年11月1日授章） 

 平成27年の予定 

3月1日  平成26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     （出雲市） 

3月28日  平成26年度一般社団法人島根県診療放射線技師会  第6回理事会     （出雲市） 

5月17日  平成27年度一般社団法人島根県診療放射線技師会  春の学術講演会    （出雲市） 

5月17日  平成27年度  第65回一般社団法人島根県診療放射線技師会  定時総会    （出雲市） 

 

                                  今後の予定  

                          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。なお、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、また島根県診療放

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、総務部までご連絡ください。 
 

＊会員の皆様に会からの情報を速やかに発信するためにメールアドレスの登録をお願い致します。  

 

 第11回中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2015）  

 日 時 ： 平成27年11月7日（土）、11月8日（日） 

 会 場 ： サンポートホール高松（香川県高松市） 

 平成26年度 日本医用画像情報専門技師会主催セミナー 

 日 時 ： 平成27年2月28日（土）10：00～16：50 

  会 場 ： 県立広島病院 本館2階 講堂（広島市南区） 

    ＊ 詳細は、日本医用画像情報専門技師会ホームページ（http://www.jmiis.org/）をご確認ください。 

  
 第15回 島根64CLUB 

 日 時 ： 平成27年2月28日（土）14：00～17：00 

  会 場 ：ビッグハート出雲 「黒のスタジオ」（出雲市駅南町1-5） 

  特別講演 『 腹部CTの考え方  ～膵臓 perfusion CT を含めて ～ 』 

講師：京都大学医学部附属病院 放射線部 小泉 幸司 先生 

 第3回 吉川塾 

 日 時 ： 平成27年2月21日（土）13：00～17：10 

  会 場 ： 済生会江津総合病院 2階 第1会議室（江津市）  

 第2回 チーム・マンモ（島根乳房診断・技術研究会） 

 日 時 ： 平成27年3月7日（土）13：00～17：30 

  会 場 ：ビッグハート出雲 （出雲市駅南町1-5） 

  講演 『 マンモグラフィソフトコピー 診断の実際 』 

講師：岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学 篠原 範充 先生 

http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jmiis.org/
http://www.jmiis.org/
http://www.jmiis.org/
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31st  JCRT 


