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        新春のあいさつ 
 
   
   
 社団法人島根県放射線技師会 
    会 長  小 林 一 郎 
 

 

 

 
暑さ寒さも彼岸までと申しますが、ようやく春の気配を肌で感じられるようになりました。

会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 

さて、早いもので昨年3月11日に発生した東日本大震災から1年が経過しました。必死の捜索

にもかかわらず、3,000名を越える方々が未だ行方不明のままです。地震、津波、原発事故とあ

まりにも甚大な被災のため、復旧から復興への道筋はまだまだ前途多難であります。なかでも

「がれき処理」は安全性が確認されているにもかかわらず受け入れに反対する人が多く困難を

極めています。いま何よりも日本国民に求められているのは、冷静に事実を確認し、現実的な

対応をすることではないでしょうか。（社）日本放射線技師会はいち早く会員を現地に派遣し、

放射線被ばくを心配する人々を測定し、パニック沈静化に貢献しました。日本全体が放射線被

ばくに対し敏感になっている昨今、我々診療放射線技師が貢献できる場面が増えました。国民

の負託にこたえるため今にも増した研鑽の必要性を感じています。 
 福島第１原発事故の教訓から中国電力島根原子力発電所を有する島根県も、半径30Km圏内を

避難指示・屋内退避区域へと広げることが必要となりました。これにより従来の島根県と松江

市に加え、新たに鳥取県、出雲市、安来市、雲南市、米子市、境港市が加わり、これに基づい

た地域防災計画を見直す作業が進められています。平成24年2月16日に島根原子力発電所の事

故を想定し、福島第１原発事故後としては初の島根県原子力防災訓練が島根県原子力防災セン

ターを中心に実施されました。（社）島根県放射線技師会も平成23年度島根県原子力防災訓練

における緊急被ばく医療活動医療本部運営訓練に参加し、講義や机上訓練を受け、このなかで、

島根県から（社）島根県放射線技師会に対し緊急被ばく医療への協力要請も受けました。 
 県技師会は来年（平成25年）で創立60周年、また社団法人島根県放射線技師会としては27年
を迎えます。これまでの先輩諸氏のご努力の賜物と厚く感謝を申し上げますと共に今後もご指

導ご鞭撻をお願い申し上げます。また、平成25年9月20日（金）～22日（日）に「第29回日本

診療放射線技師学術大会」を島根の地（島根県民会館）にて開催します。これに先立ち平成24
年2月3日に（社）日本放射線技師会の中澤会長はじめ4役の視察を受けました。大会会場・懇親

会会場、そして松江の印象等（小京都松江・水の都松江・世界観光文化都市松江）いずれも視

察団の評価は高く、実行委員一同安堵致しました。今後は創立60周年の冠事業である学術大会

成功に向け、島根県放射線技師会会員の絶大なる協力を賜りますことをお願い致します。 
 最後になりますが、放射線の専門団体として県民医療の向上、また公益事業活動に、今にも

増して取り組みたいと思っております。なにとぞ会員皆様の一層のご理解とご協力をお願い申

し上げ、新春のあいさつといたします。 
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         会 告 
 
 

第60回定期総会 公示 
 

 平成24年度社団法人島根県放射線技師会第60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。 

記 

      日 時  平成24年5月13日㈰ 10：30～12：30 

      会 場  島根県立中央病院 2階 大研修室 

      〒693-8555  出雲市姫原4丁目1-1 

       Tel．0853-22-5111 

  

＊総会に出席の際には、別送の総会資料をお持ち下さい。 
 

 

社団法人島根県放射線技師会監査公示 

 

     日 時  平成24年4月7日㈯ 13：30～ 

     会 場  島根県立中央病院 放射線技術科 職員控室 

     〒693-8555 出雲市姫原4丁目1-1 

                 Tel．0853-22-5111 

 
 

総会欠席時における委任状提出のお願い 
 

 社団法人島根県放射線技師会は、県の監督のもと定款に則って運営をしています。会の運営には総会

は重要な会であり必ず成立させる必要があります。成立のためには会員の出席もしくは委任状が不可欠

となります。可能な限り参加を希望しますが、やむを得ず出席が出来ない方は、別送の委任状を必ず提

出して頂きますようお願いします。 
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         会 告 
 

 

  

 春の学術講演会は、医療科学社から出版されました＜診療画像検査法「MRの実践・基礎から読影まで」＞を用
いての講演会となります。なお、出席されました会員には、第一三共株式会社から＜診療画像検査法「MRの実
践・基礎から読影まで」＞定価5,250円が贈呈されます。 
 本の準備のため出席される方は、4月16日（月）までに、施設または個人で総務部にMailでお知らせ下さい。
Mail環境の無い方は、電話・FAXでお知らせ下さい。 
－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 中島清貴 
   TEL：0852-24-2111（PHS7180） FAX：0852-32-0513  E-Mail：sart60mrchoffice@yahoo.co.jp 
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 平成23年度 第4回理事会報告 
 
【日 時】 平成24年1月14日（土） 14:30～17:00 
【会 場】 島根県立中央病院放射線技術科 職員控室 出雲市姫原4-1-1 
【構 成】 20名（理事18名、監事2名） 
   理 事  小林一郎 森脇郁生 吉岡隆二 中島清貴 勝田和弘 加藤三千夫 古川春美 和田清 原真司 
    松井賢 栗山靖之 梶谷尊郁 山口満明 本田雅人 佐藤司 遠藤崇 左田野恵三 杉原加誉子 
   監 事  野口悦現 松田和久 
   出席18名 小林一郎 森脇郁生 吉岡隆二 中島清貴 勝田和弘 加藤三千夫 和田清 原真司 松井賢 
        栗山靖之 梶谷尊郁 山口満明 本田雅人 佐藤司 遠藤崇 杉原加誉子 野口悦現 松田和久 
   委任状提出者2名  古川春美 左田野恵三 
 
議事に先立ち中島清貴が、出席者数、委任状提出者数を述べ、本理事会が成立することを宣言した。続いて、議長に
吉岡隆二氏、議事録署名人に小林一郎氏、森脇郁生氏、書記に中島清貴を選出した。 
【会長挨拶】 
小林：新年のあいさつを行った。平成24年度は島根県放射線技師会にとって、法人への移行、平成25年度に開催予定
の日本放射線技師学術大会という大きな事業が控えている。これらの事業を滞りなく実施していくには、理事の皆様
の理解と協力が必須条件である。今年度の協力をお願いし、会長挨拶とされた。 
【報告事項】 
1．会員動向（平成24年1月14日現在） 【別添資料1】 
中島：総務部より、1月14日現在における会員動向を別添資料1に示している。新入会員12名、転入1名、転出3名、退
会者3名となっている。 
会員動向の把握を総務部で行っているが、基本的に会員本人様からの連絡を受け、変更や各種手続きを行っている。
ただ、本人様から連絡がないことが多く、正確に会員動向を把握することができていないというのが現状である。も
し理事の皆様の勤務先で、異動や退職などがあれば総務部へご連絡をお願いしたい。これからも会員動向の把握に努
めていくので、ご理解ご協力をお願いしたい。 
2．財務報告 【別添資料2】【別添資料3】 
勝田：2010年度までの会費未納者を別添資料2に示している。別添資料3は島根県放射線技師会のみ会員の方の今年度
の納入状況を示している。 
今年度から日本放射線技師会の会費と島根県放射線技師会の会費を合算請求となった。毎月日本放射線技師会から会
費の振込みがあり、現在11月までの振込みがあった。会費納入状況としては約75％である。 
もし、理事の皆様のご施設で会費の支払いがまだの方がおられましたら、お声がけをしていただきたい。なお、12月
、1月で支払いをされた方もいると思うので、本資料と行き違いでお支払いいただいている折はご容赦願いたい。 
総務部に質問だが、別添資料2の最下端に2010年度に転出された方が残っているのはなぜか。 
中島：2010年度会費未納のため、転出処理の申請ができないので名簿に名前が残っている。以前に電話連絡を試みる
も繋がらなかった。 
小林：個人情報つきの資料となっているので、資料のお取り扱いには、十分に注意するようお願いしたい。 
3．表彰 【別添資料4】【別添資料5】 
小林：別添資料4、別添資料5に表彰関係の記載があるので、ご覧いただきたい。まずは、別添資料4だが、島根県放射
線技師会と島根県とで、いくつか表彰の話が進んでいる。そのうち必要書類が整い、島根県への申請が済んでいるも
のが1と2。 
1は、平成24年春の叙勲受賞予定として、景山良夫様。 
2は、診療放射線業務功労者の厚生労働大臣表彰受賞予定として、大屋俊夫様。これは日本放射線技師会創立65周年を
記念し表彰が決定したもので、日本放射線技師会より各県から該当者を1名選出してほしいと依頼があったものである
。5役をはじめ相談した結果、島根県からは元島根県放射線技師会の会長であった大屋俊夫様を推薦することとした。
なお、島根県から1と2の決定通知は、まだ来ていない。決定の通知があれば、理事の皆様へお知らせする。 
3は、平成24年度日本放射線技師会永年勤続30年表彰である。平成24年度は該当者が6名おられ、うち磯田康範様、森
脇郁生様、本田雅人様、石原修二様の4名の方に受賞の承諾を得て、必要書類を提出していただいた。4名の方からい
ただいた書類は必要事項を全て満たしていたので、島根県放射線技師会の推薦状と共に、11月中旬に日本放射線技師
会へ送付した。これにつきましても、日本放射線技師会から受賞の決定通知がまだ来ていない。こちらも決定の通知
があれば、理事の皆様へお知らせする。 
4は、島根県放射線技師会永年勤続20年表彰であるが、只今、総務部の方で表彰規定を満たす会員を選考中である。表
彰に関する規定は以下の通りである。 
・表彰：平成24年 第60回定期総会で表彰予定 
・規定：就職年月日 平成4年度（平成4年4月1日～平成5年3月31日）以前の就職 
・生年月日：昭和45年生まれ（1970年4月2日～1971年4月1日）以前 
・技師籍登録：平成4年度（1992年）以前の登録 
・島根県放射線技師会入会：平成4年度（1992年）以前 

             第４回 理事会 
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・会費：完納 
・勤務年数：診療放射線技師として20年以上の勤務（他県と合算含む） 
最終的には、総務部で決定しご本人様に通知したいと思っている。 
注意事項として、島根県放射線技師会永年勤続20年表彰は20年目に表彰し、日本放射線技師会永年勤続30年表彰は31
年目に表彰されるようになっている。 
別添資料5は、島根県から届いた診療放射線業務功労者の厚生労働大臣表彰の受賞候補者の推薦依頼と、実施要領のコ
ピーである。各自確認をお願いしたい。 
議長が報告事項3について意見、質問を受け付けたが、質問はなかった。 
4．女性サミット参加報告 
日時：平成23年10月22日～23日 
場所：晴海グランドホテル（東京都中央区晴海） 
内容：10月22日 
    ・基調講演：「ライフワークバランス」市川先生（昭和大学） 
   ・委員による発表 1、女性就業者の現在における傾向 
                        2、アンケート結果報告（学生編） 
                        3、アンケート結果報告（千葉県技師会編） 
                        4、アンケート結果報告（JART編） 
   ・グループディスカッション 
    テーマ A、女性技師の役割 
        B、管理職として求められるものとは 
                C、ライフワークバランスについて 
                D、学ぶために必要なことは 
                E、女性の会は必要か 
      ・乳がん啓発ショートムービー「一枚のコイン」 
      10月23日 
      ・グループディスカッションの続き 
      ・各グループでのプレゼン 
杉原：配布した資料を参照していただきたい。上記日程で日本放射線技師会女性サミットへ参加してきた。 
グループディスカッションは、事前に自分の希望するテーマの聞き取りがあり、グループ分けされたメンバーで、進
行役、発表者、パワーポイント作成など役割分担し話し合い、2日目にプレゼンを行った。 
私は、A女性技師の役割のテーマで参加した。女性技師の役割として、やはりMMGが一番に挙げられたが、女性技師の
少ない施設ではMMG以外のモダリティをさせてもらえない。当直明けでもMMGがあれば休めない。など、MMGで仕事内容
に制約がかかることに不満を持っている人が多かった。MMGだけでなく他のモダリティもしたいが、技師長の考えひと
つでかなりの差があることが分かった。また、女性部会を持つ県がいくつかあったが、各県で温度差がある。島根県
でも3回交流会は行ったが、目的をはっきりさせないと続かないように感じた。女性の集まりの是非を問うアンケート
をとった県もあり、島根県でもやってみてもいいのではないかと思った。女性技師はすごく求められているが、女性
ということで求められるだけではなく、どの分野においても性別を超えて求められるようになりたいと総括し、プレ
ゼンを締めくくった。プレゼンの内容は2月の技師会誌に掲載される。今回は、他施設の話を聞けるいい機会を与えて
頂き本当に感謝している。 
議長が報告事項4について、質問等を受け付けた。 
小林：JARTでは、平成24年度も女性サミット運営委員会という枠が設けてあるので、今年度も女性サミットが開催さ
れると思う。 
吉岡：乳がん啓発ショートムービーを観た感想を聞かせて頂きたい。 
杉原：15分くらいのムービーで、乳がん健診の啓発を促すものになっていた。JARTが作ったショートムービーで貸し
出しが可能なので、機会があれば上映してもいいと思う。 
山口：乳がん健診啓発活動の一助となるので、積極的に借りて島根県の健康推進課に情報提供していただきたい。 
小林：こちらのほうで対応していきますので、また相談させて頂きたい。 
森脇：女性部会の具体的な活動を教えて頂きたい。 
杉原：各県でばらつきがあるが、勉強会を開催している県もあれば、交流を広めるために行なっている県もある。ま
た、女性部会はあるが、引っ張っていく人がいないので開催されていない県や、交流目的で始めたが目的が達成でき
たので解散しようとしている県、まったくない県など様々。女性の人数が多い県は比較的活動がしやすい。 
5．診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー 
対象   入職後1～3年目の診療放射線技師（非会員も可） 
日時   平成23年8月27日（土） 12:30～18:10（12:00受付開始） 
会場   島根県立中央病院2F会議室（出雲市姫原4-1-1 TEL.0853-22-5111） 
セミナープログラム・講師 
12:30～12:40 開会挨拶 
12:40～13:00 技師会活動について   松江赤十字病院      小林一郎 
    

             第４回 理事会 
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13:00～13:30 エチケット・マナー講座 島根県立中央病院     岩﨑一人 
13:40～14:40 医療安全講座      島根県済生会江津総合病院 森脇郁生 
14:50～15:50 感染対策講座      浜田医療センター     遠藤 崇 
16:00～18:00 気管支解剖講座     島根県立中央病院     吉岡隆二 
18:00～18:10 入会案内        松江赤十字病院      中島清貴 
18:10～18:20 閉会挨拶 
吉岡：上記日程でフレッシャーズセミナーを開催した。参加者は13名。セミナー終了後懇親会を行なった。新入会員
の方数名参加して頂き交流を深めた。来年度も引き続き開催される。次回からの参考としたいので、理事の皆様の施
設で参加者がおられたら感想や意見などを聞かせて頂きたい。 
議長が、報告事項5について質問等を受け付けた。 
森脇：来年度以降の参加資格についてだが、今年度受講したものは来年度も受講可能なのか。 
吉岡：重複して参加できるのかJARTへ問い合わせてみる必要があるが、基本的には新入会員向けのセミナーである。 
6．レントゲン週間事業（ピンクリボン事業） 
あなたのための放射線展 
期日 平成23年11月3日（木・祝） 会場 ゆめタウン出雲 
吉岡：上記日程にてあなたのための放射線展を開催した。当日、朝早くから夜遅くまでお手伝いいただいた理事の皆
様、ご協力いただいた会員の皆様、マンモグラフィ撮影装置を提供して頂いた東芝様に感謝している。昨年の松江と
は違い、イベントスペースではなく、ゆめタウン出雲の通路での開催となり不安があったが、個人的には人通りも多
く良かったと思うが、皆様はどう思われたか知りたい。 
森脇：声を掛けないと立ち止まって頂けない。パンフレットを渡したら見て頂くという格好をとらないと見ていただ
けないなという印象を受けた。 
小林：昨年からワコールのリマンマ課と併設で開催しているが、ワコールのリマンマ課の商品が中々近辺で売ってい
ないということもあり、ワコールのリマンマ課が一緒にやっているということを聞いてこられた方もいるということ
をワコールの方から聞き、我々の活動が徐々に浸透してきているように感じた。 
吉岡：今回はスペースの都合上、昨年行なった骨密度測定を行なわなかったが、それでもそこそこの集客があったよ
うに感じた。今年度の開催を参考にしながら、来年度も開催したいと思うので、ご協力をよろしくお願いする。 
7．秋季学術大会報告 
日時：平成23年11月6日 場所：島根県立中央病院2階 大研修室 
原：上記日程で秋季学術大会を開催した。例年通り約50名の会員の方に参加いただいた。会場が中部に集中している
ので、来年度は西部に戻したいと思っている。毎回、私の独断で内容を決定しているが、理事の皆様でご要望等あり
ましたら、お知恵をお貸しいただきたい。 
議長が質問等を受け付けたが、特になかった。 
8．第7回CSFRT奨励賞受賞（団体名：島根県西部地区研修会） 
森脇：米子で開催された第7回CSFRTにおいて、島根県西部地区研修会が中四国放射線技師会協議会奨励賞をいただい
た。島根県西部地区研修会は、現在は私が世話役をしているが、30年以上の歴史ある会である。西部地区という、会
員数の少ない地区で途切れることなく継続できたのは、ひとえに皆様方のお力添えがあったからに他ならない。今後
ともよろしくお願いしたい。 
【議事事項】 
1．春季学術大会進捗状況 【別添資料6】 
日時：平成24年3月4日（日）10:00～ 
会場：浜田医療センター 総合研修センター 浜田市浅井町777番12 TEL.0855-25ー0505 
演題募集期間：平成24年1月27日（金）まで 
原：春季学術大会を上記日程にて開催する。会員研究発表演題を募集しているが、今のところ島根大学附属病院から4
題の応募があっただけである。理事の皆様、ご施設に帰られたらお声掛けをしていただきたい。演題の集まり次第で
はあるが、メーカーさんのプレゼンを一社予定している。詳細は追って連絡する。 
小林：春季学術大会の昼食の準備もしなければならないので、勝田財務部長、予算繰りをよろしく頼む。 
議長が議事事項１について質問を受け付けた。 
梶谷：質問とかではないが、3月4日はCTの認定技師の試験日とブッキングしているので、少し集まりが悪いかもしれ
ない。 
小林：了解。 
2．放射線島根・会報進捗状況 
松井：会報については、形になってきている。放射線島根については、7割方できている。定期総会までには間に合わ
せる。今年度中に一度、印刷業者に出したい。 
小林：今回の雑誌の見どころについて教えていただきたい。 
松井：特集としては、原発事故・東日本大震災関係で、現地で活躍された5名の会員様に原稿をお願いしている。 
3．福利厚生事業 ソフトバレーボール大会進捗状況 【別添資料7】 
日時：平成24年2月11日（土）14:30～18:00 
会場：島根県立体育館（浜田市黒川町3735） TEL.0855-23-1201 
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①スケジュール 
 14:30 集合、開会式、ラジオ体操、チーム発表、ルール説明 
 15:00 試合開始 
 17:30 閉会式、順位発表、表彰式 
 18:00 解散終了 
②懇親会 18:30～ 
③注意事項 
 当日は運動できる服装で室内シューズを持参してください。 
 駐車場は施設周辺にあります。 
 館内は禁煙です。 
 宿泊は各自でお願いいたします。 
④総務部で参加者の取りまとめをします。 
会場、チーム編成、スポーツ保険加入の準備のために大会に参加される会員は、総務部へメールで申込をお願いしま
す。あわせて懇親会への出欠もおねがいします。 
【申込先】 総務部のMail（総務部長 中島清貴） 
      E-mail．sart60mrchoffice@yahoo.co.jp 
      TEL．0852-24-2111（PHS.7180） TEL．0852-61-9550（直通） 
【申込締切】 平成24年1月31日（火） 
【大会のお問合せ先】 企画部長・栗山靖之（益田赤十字病院 TEL．0856-22-1480） 
栗山：上記日程で福利厚生事業のソフトバレーボールを開催する。現在参加希望者は23名。締め切りが近くなれば増
えてくると思うが、懇親会への参加者も併せて、理事の皆様のお声掛けをお願いしたい。 
小林：理事の皆様、スポーツ保険をかけるので最終的な参加者がわかり次第、名前、生年月日、住所を総務部へメー
ルで連絡いただきたい。 
栗山：最終的な参加者が決定したら、チーム編成のために、参加者の年齢を教えていただきたい。 
中島：了解。 
議長が質問を受け付けたが特になかった。 
4．JART基礎技術講習MRI 検査進捗状況  【別添資料8】 
平成23年度 診療放射線技師基礎技術講習「MRI検査」のご案内 
主催：社団法人 日本放射線技師会 
開催：社団法人 島根県放射線技師会、社団法人 鳥取県放射線技師会 
島根県において、主催社団法人日本放射線技師会・診療放射線技師基礎技術講習「MRI検査」を開催します。多数のご
参加をお願いします。 
1、開催日時：平成24年2月4日（土）8:50～17:30 
2、開催会場：松江赤十字病院 別館 多目的室３階 (旧看護学校) 島根県松江市母衣町200番地 
3、申込方法：JART情報システムへログインしてください。 
4、申込締切：平成24年1月22日（日） 
5、受講料： 日本放射線技師会員3,000円、非会員6,000円（上記受講料は技能検定料1,000円を含みます） 
6、科目・講師 
  08:30～     受付開始 
  08:50～09:00 開講式 
  09:00～09:45 MR装置              山下 栄二郎 
  09:45～10:30 基礎原理              山下 猛 
  10:45～12:15 パルスシーケンスと画像コントラスト 内田幸司 
  13:15～14:45 アーチファクト・脂肪抑制・造影剤  白石誉之 
  15:00～15:45 画像評価・性能評価         原 真司 
  15:45～16:30 安全管理              池原 隼 
  16:50～17:20 臨床技術能力検定 
  17:20～17:30 閉講式 
  ※受講料については、JARTの指定通りに申込後速やかにお振込下さい。 
  ※詳細は、日本放射線技師会ホームページを参照してください。 
  ※臨床技術能力検定に合格すると、磁気共鳴専門技術者認定の申請資格が、一部免除できます。 
   詳細は、日本磁気共鳴専門技術者認定機構のホームページを参照ください。 
7、会場責任者・スタッフ 
  会場責任者：小林一郎 
  スタッフ：中島清貴（島根）、古川春美（島根）、秋吉正史（鳥取） 
8、応募状況：55名（平成24年1月11日現在） 
  島根・27名、鳥取・14名、広島・5名、岡山・3名、山口・1名、香川・2名、徳島・1名、福岡・1名、愛知・1名 
小林：別添資料8をご覧いただきたい。上記日程で診療放射線技師基礎技術講習「MRI検査」を開催する。講師の先生 
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には、内田幸司様、原真司様、山下猛様の3名の方に快諾をしていただき、講義の準備を進めていただいている。会場
運営などは、4名のスタッフで行う予定である。応募状況はご覧のとおりである。講師の先生方は、県内外でご活躍さ
れている方ばかり。必ず、素晴らしい講義をしていただけると思うので、まだ申込をされていない方で受講を希望さ
れる方は1月22日までにJARTのwebサイトから申込を行っていただきたい。 
議長が質疑を求めたが、特になかった。 
5．JART情報システム利用促進のお願い 【別添資料9】 
中島：会員動向のところでも少し触れたが、会員情報の把握は基本的に、会員様からの連絡を受けて行っている。た
だ、正確な把握ができていないのが現状である。そこで、総務部としては会員情報を正確に把握するため、JART情報
システムの積極的な利用を会員の皆様に促していきたいと考えている。別添資料9をご覧いただき、文面等に問題がな
ければ、会員様に配布したいと考えているが、訂正箇所、追加事項などあれば、指摘いただきたい。 
小林：今回JART情報システムの積極的利用を促すのは、システムが変わり会員が個人の登録事項を変更した場合、5役
に変更箇所の知らせがメールで来るようになったからである。会員様も登録などが簡便になり、総務部も事務作業が
軽減できるのではないかということで利用を促していきたいという思いがある。 
島根県放射線技師会にのみ入会されている方もおられるので、総務部では全会員情報をファイルメーカーにて管理し
ていることを付け加えておく。 
議長が訂正箇所等ないか意見を求めた。 
松田：ご連絡くださいと記入があるが、連絡先が明記されていない。 
中島：了解。 
6．法人移行について 【別添資料10】 
小林：社団法人島根県放射線技師会における新公益法人制度改革への現状における対応に関して、現状から説明した
い。現状として、平成20年12月1日に公益法人制度が改正、施行され現行の公益法人は平成20年12月1日から平成25年
11月30日までの移行期間内に公益認定を受け公益法人（公益社団法人および公益財団法人）になるか、認可を受けて
一般社団法人および一般財団法人にならなければならない。移行期間内に移行しない場合には移行満了の日に解散し
たものとみなされる。当会では、平成20年度より検討を行い、平成21年度の総会で公益法人移行を会員の総意とする
決議が承認された。役員会として、両副会長（当時は岩﨑、森脇）を中心に準備を進めてきた。制度改定後3年が経過
し、各県技師会の状況や他の医療団体の状況、当県技師会の状況を鑑み3役で相談してきたというのが現状である。 
平成24年度で移行を完了し、平成25年4月1日から新法人としてスタートを切りたいと考えている。公益法人の認定に
関してクリアしなければならない、いくつかの要件があるが、要件を満たしていない項目を述べる。まず公益目的事
業費率が50％以上となること。これについては事業区分毎の事業費を正確に算出していないが、概算ではこの要件を
満たしていない。収支相償（利益を生まない）であること。会費収入の50％以上を公益事業に充てなければならない
が、事業の中には収益事業に属するものも含まれており、この要件も満たしていない。遊休財産額が制限を超えない
こと。当会の拡大事業積立金のほとんどが遊休財産と考えられる。現在236万円あるが、半分以下にする必要がある。
これらの項目から、現状での公益認定は困難であると考えられる。一方、一般社団法人への移行認可については、次
の2つの要件を満たす必要がある。まず、定款の内容が一般社団法人に適合すること。これに関しては、新しく策定す
る定款において法の要求する要件を盛り込むだけであるので、さほどの問題はないと考えられる。次に、公益目的支
出計画が適正で、確実な実施が見込まれること。これに関しては、当会の場合、公開講座・イベント費・研修会・地
域活動費などのうちで該当する事業を実施事業として届け出ることで公益目的支出計画は実施可能と考えられる。 
まとめとして、当初は団体として最高の名誉である公益社団法人の認定を目指していた。島根県からも放射線の専門
団体として公益社団法人への移行は必然とされていた。ただ、医師会が一般社団法人へ移行することなど、他の医療
団体の情勢や、他県の情勢。また、財務担当者の過度の事務負担や、公認会計士、行政書士への委託費で経費が増す
こと。島根県放射線技師会の会務の継続性を考慮すると、現時点では一般社団法人への移行が現実的な選択となる。 
今後の方針として、平成23年度中に一般社団法人島根県放射線技師会としての定款案を作成する。また、平成23年度
の会計を新公益法人会計基準従ったものに変更し、平成24年度の早い時期に申請を行う方向で進めたいと考えている
。そして、移行を機に島根県放射線技師会という名を島根県診療放射線技師会へと変更したいと考えている。これは
、我々の職種を一般の方々へ周知していただくこと、また日本放射線技師会をはじめ、各県技師会がこのように変更
を予定していることを考慮した結果である。以上であるが、この理事会で理事の皆様の承認を得られれば、3月4日の
臨時総会で審議し、会員の皆様の総意が得られたら3月下旬に島根県と協議に入りたいと考えている。 
この件に関し、議長が質疑を受け付けた。 
松田：平成21年の総会で会員の総意を得て、会費を3000円上げたが、一般社団法人を目指すのなら、会費を戻すのが
筋ではないか。 
小林：会費の引き上げは、事務所取得のための積立金としていただいている。法人移行に伴ったものではない。よっ
て会費は据置きとする。 
山口：線量測定事業は開業医への支援事業だと考えているが、収益事業として計算されるのか。また、一般社団法人
になれば、事業として拡大していきたいということなのか。 
小林：新公益法人での収支計算では、線量測定事業は収益事業扱いとなる。我々にとって、線量測定は重要な事業で
あり継続していくが、一般社団格になったからといって、事業を拡大したりはしない。 
森脇：会としては、非常に公益性が高い。しかし会務を継続していくことが重要と考えた。どちらかに移行しなけれ
ば解散となるが、解散は避けなければならないというところで、会員の皆様にはご理解いただけるのではないかと考 
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えている。 
議長が承認を求め、満場一致で承認された。 
7．総会【別添資料11】 
（1）第59回臨時総会開催 
  日時    平成24年3月4日（日）平成23年度春季学術大会終了後30分程度 
  会場    浜田医療センター 総合研修センター 
  主題    一般社団法人へ移行とする審議 
  総会役員  西部地区でお願いしたい 
小林：平成24年3月4日に臨時総会を開催したい。主題は一般社団法人移行に伴う審議であり、一般社団法人への移行
を会員の総意としたい。30分を予定している。終了後理事会を行う。 
（2）平成24年度第60回定期総会 
  日時    平成24年5月13日（日） 
  会場    中部地区 
  内容    午前：春の講演会、午後：第60回定期総会 
  公示    平成24年1月下旬～2月【会報、Web、メールによる配信】 
        ①第60回定期総会公示 
        ②社団法人島根県放射線技師会監査公示 
  表彰    勤続20年表彰推薦 
  議長    中部地区で選出 
  編成    新年度予算編成 
       （各部事業計画申請…平成24年2月20日）→財務部 
  議案集   議案集編集 
       （各部からの報告…平成24年2月20日）→小林 
  発送    平成24年4月9～13日 
小林：日時について、司法書士の助言もあり4月最終日曜日を予定しているが、GWに入っていることもあり、GW後の5
月13日としたい。会場は中部地区。新年度の予算編成があるので、各部事業計画を平成24年2月20日までに勝田財務部
長へ、議案集の編集があるので、各部からの報告を小林までいただきたい。発送は4月中旬を予定している。 
議長がこの件に関し、意見等を求めたが、特になく。承認された。 
8．春の講演会 
小林：春の講演会は、例年講師の先生を招いての講演を行っているが、先般、医療科学社から出版された、診療画像
検査法「MRの実践・基礎から読影まで」が岐阜県放射線技師会の有志から事務所へ送付された。出版には第一三共製
薬のご協力をいただいており、各地域での本書を参考書とした講演会を開催したいと考えている。理事会の承認が得
られれば、打診したいと考えている。  
議長が質疑を求めた。 
佐藤：もし駄目だったら何をするのか。 
小林：すぐに考え、理事へメールを送り、承認を得たいと考えている。 
議長が承認を求め、承認された。 
9．除名の執行 
【定款・除名】 
第11条：会員が次の各号いずれかに該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て、これを除名す
ることができる。 
 (1)会費を一年以上滞納したとき 
 (2)この法人の定款、または規則に違反したとき 
 (3)この法人の名誉を毀損したとき 
 (4)この法人の目的に違反し、または秩序を乱す行為をしたとき 
前項の第2号から第4号までの規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、
当該会員に除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。 
小林：新法人移行に伴い、財務の健全化が必須である。財務の健全化のために、何年にも渡り会費を滞納している幽
霊会員を、第60回定期総会にて除名したいと思う。ただ、定款で一年以上滞納とあるが、一年はさすがに酷なので、
2011年を含め3年間滞納している会員を除名としたいと考えている。該当者は7名で、本人へは事前に通知を出す。 
議長がこの件に関して質疑を受け付けた。 
松井：除名者へは未払いの会費を請求できるのか。 
小林：除名者への請求はできない。 
梶谷：除名した場合、未納会費があるが財務的な処理はどうするのか。 
小林：欠損金として扱う。必要に応じて、注釈をつける。 
山口：JART、県技師会は同時入会が原則となっているのに、県会員のみに属する方がいるのはなぜか。 
小林：JARTは辞めるが、県技師会へは残りたいと要望があった方。JART会費未納のため除籍となったが、県技師会は
除名等していないので県技師会のみ残っている方。退職されてJARTは辞めるが、地域の方々との交流を保つために県 
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技師会は残っている方。などのいくつかのケースがある。原則は同時入会としている。 
議長が承認を求め、承認された。 
10．新年度事業 
・JART委託事業  フレッシャーズセミナー  
・あなたのための放射線展  西部地区  平成24年11月3日（土）開催予定 
小林：現時点で決定している新年度の事業として、JARTの委託事業である、フレッシャーズセミナーと、あなたのた
めの放射線展がある。フレッシャーズセミナーは昨年同様開催を継続される。あなたのための放射線展について来年
度は西部地区での開催となる。森脇副会長の指揮のもと準備を進めていただきたい。関係各部の協力をよろしくお願
いしたい。 
森脇：遠藤氏と相談しながら進めていくが、浜田のゆめタウンでの開催を予定している。日時がはっきりしていなか
ったので、まだアポイントは取っていない。平成24年11月3日での開催が決定すれば早速アポイントを取りたい。会場
が借りれるのか、会場費が発生するのかなどわかり次第、連絡したいと思う。 
議長が質疑を求めたが、特になかった。続けて承認を求め、承認された。 
11．第29回日本診療放射線技師学術大会 
大会日  平成25年9月20日（金）・21日（土）・22日（日）（23日（祝）秋分の日） 
会場   島根県民会館（来場者2,000人、演題数400題） 
懇親会  400～500人、一畑ホテルまたは、松江フォーゲルパーク 
1、役員 
  大会長        小林一郎 
  副大会長       森脇郁生 
  実行委員長      吉岡隆二 
  総務責任者      中島清貴 
  財務責任者      池田秀樹 
  プログラム責任者   内田幸司 
  会場責任者      古川春美 
  大会相談役      小松明夫、岩﨑一人 
2、委員会 
  ①平成24年1月21日（土）…準備委員会 
  ②平成24年2月3日（金）…JART、島根県放射線技師会、合同会場視察 
   JART視察5名  中澤会長、児玉常務理事、西田常務理事、北川理事、加藤課長補佐 
   島根県放射線技師会同行者9名  小林、森脇、吉岡、中島、池田、内田、古川、小松、岩﨑 
  ③第1回実行委員会…日時未定 
3、予定 
  メインテーマ、プログラム編成、その他 
  JART定期総会でのプレゼン（平成24年6月2日予定） 
小林：平成25年9月20日（金）～22日(日)の3日間、島根県民会館で第29回日本放射線技師学術大会を行う。3日間での
来場者は2,000人。演題数400題を目標として準備を進めていく。また、懇親会は一畑ホテルまたは、松江フォーゲル
パークで行いたいと考えている。実は、臨床検査技師会中四国学会での懇親会で行われており、参加した時の印象が
良かったこと。また、先の技術学会の懇親会が花鳥園で行われた。花鳥園は松江フォーゲルパークと経営者が同じと
いうこともあり、同様のパーティができると思う。役員だが、資料に掲載されている方々を役員とし、島根県放射線
技師会会員全員体制でやっていきたいと思っている。準備委員会、JARTの視察を経て第1回実行委員会を開催し、メイ
ンテーマやプログラムなどを考えていきたい。平成24年6月2日に行われるJARTの定期総会で次年度の開催県としてプ
レゼンを行う。昨年青森県で開催されたが、震災の影響もあり350万円の赤字だったようである。以前のように赤字が
出たからといって県技師会が払わないといけないということはない。ただ、協力していただいた県会員の皆様には、
いろんな形での補填を考えている。  
議長がこの件について意見等を求めた。また、理事各位に協力を要請した。 
梶谷：大会場からフォーゲルパークへのアクセスはどうするのか。 
小林：松江市からバスが10台無料で借りられる。バスでの移動となる。 
吉岡：その件につきまして、松江市、島根県のコンベンションの資料をつけているので、ご覧いただきたい。 
議長が承認を求め、承認された。 
【各部報告】 
山口：放射線管理委員会から、先日緊急医療被ばくの講習があった。会場で、アンケートがありどのようなルートで
参加となったかの欄があった。島根県放射線技師会と書いておいた。 
その他、報告事項はなく、閉会となった。 
 

次回理事会開催 平成23年第5回理事会  
日時  平成24年3月4日（日）春季学術大会、臨時総会終了後 
会場  浜田医療センター 総合研修センター 
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平成23年度 第5回理事会報告 
 

【日 時】 平成24年3月4日（日） 14:50～15:40 

【会 場】 浜田医療センター2階会議室 浜田市浅井町777番12 

【構 成】 20名（理事18名、監事2名） 

   理 事  小林一郎 森脇郁生 吉岡隆二 中島清貴 勝田和弘 加藤三千夫 古川春美 和田清 原真司 

        松井賢 栗山靖之 梶谷尊郁 山口満明 本田雅人 佐藤司 遠藤崇 左田野恵三 杉原加誉子 

   監 事  野口悦現 松田和久 

   出席14名 小林一郎 森脇郁生 吉岡隆二 中島清貴 勝田和弘 和田清 原真司 松井賢 栗山靖之 

        山口満明 本田雅人 佐藤司 遠藤崇 松田和久 

   委任状提出者5名 古川春美 左田野恵三 杉原加誉子 梶谷尊郁 加藤三千夫 

   欠席1名  野口悦現 
 

議事に先立ち中島清貴が、出席者数、委任状提出者数を述べ、本理事会が成立することを宣言した。続いて、議長に

吉岡隆二氏、議事録署名人に小林一郎氏、森脇郁生氏、書記に中島清貴を選出した。 

【会長挨拶】 

小林：理事の皆さんの協力があり春季学術大会、臨時総会が滞りなく終了したことを報告し、会長挨拶とされた。 

【報告事項】 

1．社団法人香川県放射線技師会設立30周年記念、招待 

日時  平成24年1月28日（土） 14:00～ 

会場  全日空ホテルクレメント高松（講演会、式典、祝賀会） 出席  小林会長 

小林：香川県放射線技師会設立30周年記念式典に参加してきた。島根県放射線技師会としては、平成25年度末、平成

26年3月に60周年記念式典を開催する運びとなっている。今後、理事会で相談したい。 

2．第29回日本診療放射線技師学術大会 島根会場視察  

日時  平成24年2月3日（金） 15:30～18:30 

会場  島根県民会館、松江フォーゲルパーク 

出席  日放技：中澤会長、児玉常務理事、西田常務理事、北村理事、加藤課長補佐 

    島放技：小林、森脇、吉岡、内田、古川、池田、中島、小松、岩﨑 

吉岡：第29回日本診療放射線技師学術大会を島根県で開催するにあたり、大会場、懇親会場の視察がご覧の日程で行

われた。出席者はご覧のとおり。フォーゲルパークの視察で中澤会長から華やかでよいとお言葉をいただき、フォー

ゲルパークで懇親会を行う運びになった。大会場も島根県民会館のみでの開催を認めていただいた。 

3．診療放射線技師基礎技術講習 MRI検査  

日時  平成24年2月4日（土） 8:50～17:10 

会場  松江赤十字病院 別館多目的室 

応募  総数69名（受講者62名、欠席者7名、検定受験者57名、聴講者5名） 

小林：診療放射線技師基礎技術講習、MRI検査をご覧の日程で開催した。遠方からの参加もあったが雪の影響も無く、

無事に開催できた。応募者などはご覧のとおり。 

4．福利厚生事業  ソフトバレーボール大会 

日時  平成24年2月11日（土） 14:00～17:30 

会場  浜田市・島根県立体育館 

参加  24名 

栗山：福利厚生事業、ソフトバレーボール大会をご覧の日程で開催した。雪の心配をしていたが、浜田は快晴だった

。参加者からもとても良かったとの言葉を多くいただいた。平成24年度は出雲で、引き続きソフトバレーボールを行

う予定である。中部地区の理事のご協力を賜り、盛り上げていきたい。 

5．平成23年度島根県原子力防災訓練における緊急被ばく医療活動医療本部運営訓練 

日時  平成24年2月16日（木） 13:30～16:30 

場所  島根県民会館307会議室（県庁東庁舎北側） 

内容  緊急医療センター医療本部運営に関する講義、机上訓練 

参加  小林会長、吉岡副会長、山口放射線管理委員長 

吉岡：平成23年度島根県原子力防災訓練における緊急被ばく医療活動医療本部運営訓練に参加してきた。昨年までは

松江市と中電と消防で行っていたが、島根県の原発の避難区域の拡大に伴い周辺自治体も参加があった。島根県の緊

急被ばく医療マニュアルでは、原発事故の際には県の災害防災対策本部が立ち上がる。その後、緊急時医療センター

が立ち上がり、その中に医療本部を設置するということになっている。医療本部の構成に島根県放射線技師会も入っ 
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ているということで、県の方から急遽参加要請があった。午前中は行政関係の通信訓練等があり、午後から医療対策

本部の机上訓練があった。内容は放射線の基礎から、講師を交えマニュアルに対して、初動をどうすればいいのかと

いうようなことを訓練した。今後は、島根県放射線技師会の中でも緊急被ばく医療をどういった形で関わっていくの

かを考えていかないといけない。島根県も被ばく関連は当会に担ってほしいと思っているので、有事の際には相談が

あることが予想される。スクリーニングなどの人材育成を始め、有事の際には他県技師会と密に連絡を取れる様な体 

制を取っていかなければならない。 

小林：県のマニュアルに当会が組込まれていることを恥ずかしながら初めて知った。県の防災マニュアルに組込まれ

ている以上、きちんと対応していかなければならないと考えている。今後とも、皆様の協力をよろしくお願いしたい 

6．日本放射線技師会 第5回理事会 出席 

日時  平成24年2月25日（土） 14:00～16:30 

会場  日本放射線技師会 大会議室 

内容  第29回日本診療放射線技師学術大会、島根大会報告（プレゼン） 

参加  小林大会長、森脇副大会長 

森脇：日本放射線技師会の第5回理事会に小林大会長と出席してきた。小林大会長が第29回日本診療放射線技師学術大

会、島根大会のプレゼンをされた。会場の雰囲気と、私の感想は、スライドはもちろん話の内容もとてもすばらしい

ものだった。JARTの中澤会長も実際に見ていることもあり好印象だったのだろうが、スライド一枚一枚に声を出して

反応していて、とても魅力的なプレゼンだった。その後、理事会の正式な承認を得て、平成25年度の第29回日本放射

線技師学術大会が、島根県で開催されることが決定したことを報告しておく。 

小林：その理事会で島根県の次、第30回の学術大会が大分県で開催されることがほぼ決定したことを合わせて報告し

ておく。大分県大会では、東アジア大会も併せて開催される。 

7．島放技（shimane-art）Webサイト運営のお詫び 

契約更新の不手際により、平成24年2月1日～2月10日まで当会Webサイト閉鎖 

今後はこのようなことが起きないように十分注意していく。 

小林：平成24年2月1日～2月10日まで、当会Webサイトが閉鎖されていたことを報告し、お詫びする。原因は更新を怠

ったからである。勝田財務部長から自動引落をしてはどうかという案もいただいている。今後はこのようなことがな

いよう務めていく。 

勝田：更新手数料しか発生していないのか。加藤氏に聞いても良くわからないといわれたのだが。 

小林：年会費とドメインを復活させるための費用が発生している。今後社団法人へ移行しても、Webサイトはしっかり

管理していかなければならないので気をつけていかなければならない。 

【議事事項】 

1．平成24年度 第60回定期総会関連 

日時  平成24年5月13日（日） 10:30～12:30 

会場  島根県立中央病院 大研修室 

内容  AM：定期総会、PM：春の講演会 

表彰  勤続20年表彰者推薦 

編成  総会資料（平成24年4月16日～20日発送予定） 

2．春の講演会 

日時  平成24年5月13日（日） 13:30～ 

会場  島根県立中央病院 大研修室 

講師  岐阜医療科学大学 保健科学部 放射線技術学科 教授 井戸靖司 先生 

内容  参考書を用いての講演会 

     医療科学社出版 診療画像検査法「MRの実践・基礎から読影まで」 

後援  第一三共株式会社 

小林：議事事項1、2は併せて話しをする。まず第60回定期総会関連で、総会議案集の作成に取り掛かっている。平成

23年度事業報告、平成24年度事業計画案を未提出の部は出来次第、小林にメールしていただきたい。また、春の講演

会を同日13:30から開催する。例年、午前中に講演会を行い午後から総会という流れだったが、今回は講師の先生が、

岐阜から来られるということを考慮し、午後から講演会を行うこととする。講師は岐阜医療科学大学保健科学部放射

線技術学科教授、井戸靖司先生で、医療科学社出版 診療画像検査法「MRの実践・基礎から読影まで」という参考書

を用いての講演となる。参加者には第一三共株式会社から参考書を贈呈される。第一三共株式会社から、参加者の人

数を1ヶ月前までには知らせてほしいとの要望があったので、早々に会員の皆様に連絡をする。 

議長が議事事項1,2併せて質問を受け付けた。 

佐藤：第60回定期総会で会員の除名を行うとあるが、私は今回の臨時総会で行うものだと思っていたのだが、いつ変

更になったのか。 

             第５回 理事会 
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小林：メールで連絡したと思うが、確認してみる。もしかしたら、5役にしか送っていないかもしれない。今後このよ

うなことがないように気をつける。 

佐藤：私もメールを確認する。 

勝田：今は定期総会費用の中に表彰費が含まれているが、昨年表彰者が多く、予算をオーバーしてしまった。表彰者

が来年度何人になるのかは、大体わかると思うので、表彰者の人数を教えて頂きたい。そして、表彰者の表彰費を定

期総会費用と分けて計上したい。 

小林：了解。今年は5人くらいだと思うが、また調べて連絡する。 

中島：除名の話が出たが定款上、除名の執行には会員数の4分の3以上の総意とすると明記されている。今回の臨時総

会では、出席者、有効票合わせて約68％。無効票を入れても75％いっていないので、施設で委任状の提出を促すよう

にしていただくようお願いする。 

【各部報告】 

勝田：2月21日付けの今年度会費未納者のリストを回す。システムに反映されるまで1週間掛かるので払い込みされた

のに反映されていない場合にはご容赦願いたいが、会費納入についても声がけをお願いしたい。 

小林：会費未納者には、定期総会議案集と併せて未納を連絡したい。除名該当者は6名。 

松井：広報部から、放射線島根の作成も佳境にきているが、新入会員紹介で1人返信が来ていない方がいる。その扱い

について相談したいのだが、施設名と氏名だけの掲載がいいのか、掲載をしないほうがいいのか。皆様の判断を仰ぎ

たい。 

小林：会員として名を連ねている以上、施設名と氏名だけでも掲載していただきたい。 

松井：会報も含め原稿を依頼している方へ、早めの提出をお願いしたい。会報の中に、報告事項5の平成23年度島根県

原子力防災訓練における緊急被ばく医療活動医療本部運営訓練の記事を掲載したい。山口放射線管理委員長、大変申

し訳ないが2週間くらいでの提出をお願いしたい。 

【その他】 

第60回定期総会の委任状の取扱い 

秋季学術大会へ中澤会長招聘 

第29回日本診療放射線技師学術大会進捗状況 

新法人移行 

小林：第60回定期総会の委任状の取扱いについては、先ほど中島氏が話したとおり。無効票がもったいないので、無

効票をなくしたい。秋季学術大会で中澤会長を招聘し、全国大会に向けて会員の士気が上がるような言葉をいただき

たいと思っているがどうだろうか。新法人移行について3月13日に小林、吉岡、岩﨑で県庁に面談に行く。先日定款案

の内容としてメールしているが、あの定款案を持って相談に行く。すでに県には定款案を送っているので、総務省か

ら来ている担当者も目を通していると思われる。面談後修正箇所を訂正し、定期総会議案集と共に発送し、定期総会

で会員の承認をいただきたいと思っている。というのも、来年全国大会を行う関係上、可能なら一般社団法人として

行いたいと思っている。 

吉岡：第29回日本診療放射線技師学術大会の進捗状況だが、JART理事会で承認をいただき正式に開催が決定したので

、今後は更なる準備を進めたいと思う。各施設の方にも実行委員に入って頂くこともあると思うが、皆様のご協力を

よろしくお願いする。 

小林：本日平成23年度理事会の交通費をお支払いしたが、来年度から山陰合同銀行の通帳への入金としたい。この件

について、皆様の意見を聞きたい。口座番号を教えて頂くようになるが構わないか。（満場一致で承認された） 

森脇：委任状の件だが、議長への委任は無効という文章が葉書には明記されているか。もしされていないなら、無効

票を減らすために葉書に明記してはどうか。 

小林：葉書には明記されていない。葉書にも明記することとする。  

  

次回理事会開催 平成24年度第1回理事会、監査 

日時  平成24年4月7日（土） 13:30～14:00監査、14:30～17:00理事会 

会場  島根県立中央病院放射線技術科職員控室 

     島根県出雲市姫原4-1-1  TEL 0853-22-5111 

出席  28名（監事2、理事18、選挙管理委員会3、議長2、総会議事運営委員3） 

内容  総会関連最終確認 

   

その他、質問等なく閉会となった。 

             第５回 理事会 
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        事業報告 

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー 
 平成23年8月27日（土）に、島根県立中央病院（出雲市）にて『診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー
』を開催しました。本セミナーは、新たに診療放射線技師として勤務するフレッシャーズを対象とし、医療者にとっ
て必要な医療安全、感染対策、エチケット・マナーの講座や、診療に対応できる新人診療放射線技師として知ってお
くべき基礎知識として気管支解剖の講座を行いました。今回は初めての開催ということで、対象者を就職されて3年
目までの技師とし、1年目の方が4名、2年目の方が5名、3年目の方が4名の合計13名の参加がありました。長時間の
セミナー終了後には懇親会を開催し、夜遅くまで新人技師の方と交流を図ることもできました。このセミナーは、来
年度も引き続き開催予定ですので、会員の皆様には新しく就職された方に受講を勧めていただけると喜びます。 

                          社団法人島根県放射線技師会 副会長 吉岡 隆二 
   
 

社団法人島根県放射線技師会 企画部長 栗山 靖之 
会員交流事業「ソフトバレーボール大会」（主催：社団法人島根県放射線技師会）  
 平成24年2月11日（土）に、島根県立体育館（浜田市）にて、福利厚生事業『ソフトバレーボール大会』を開催し
ました。実に15年？振りの開催となった今回の福利厚生事業の参加者は24名でした。下は23歳から上は岩崎さんま
で、幅広い年齢層でしたが、歳の差を感じさせない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、浜田医療センターの遠藤さん率いる「チーム遠藤」でした。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。来年も是非是
非この様な企画をしたいと思います。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。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。  

２０１１レントゲン週間事業「あなたのための放射線展（ピンクリボンフェスタ）」 
 平成23年11月3日（木）に、ゆめタウン出雲にて、2011レントゲン週間事業『あなたのための放射線展』（主催：
島根県放射線技師会 後援：島根県）を開催しました。当日は多くの会員の方ならびに賛助会員の方々に長時間にわ
たりご協力を頂きました。今回のイベントにおきましては、連絡通路で行ったことで、多くの方の目に留まることに
なり、用意した来場者記念品もすべてお渡しする事ができ、乳がん検診の啓発ならびに必要性を訴える事ができたと
思います。来年はゆめタウン浜田での開催予定ですので、会員の皆様にご協力をお願い申し上げます。 
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        島根県原子力防災訓練参加報告 

 島根大学医学部付属病院  小玉 沙弥香 

 
 益田地域医療センター医師会病院の寺井 真洋さんからRelay Essayを受け継ぎました、島根大学附属病院の小玉 
紗弥香です。働き出して3年目のまだまだひよっこの放射線技師ですが、よろしくお願いします。 
 私の出身は出雲市ですが、母親が大阪出身ということもあり小さな頃から関西圏（つまりは都会ですね☆）への

憧れが強く「高校卒業後は関西へ」と決めていましたので、何の迷いもなく京都の学校を選びました。入試会場が

大阪で、住む家も学校の紹介先と電話だけで決めてしまったので、学校がある園部がどんなところなのか知らない

まま“いざ都会へ”と期待をしながら引っ越しました。ところが、出雲では自転車で5分のショッピングセンターが、

電車で5駅も先にあり、しかもその電車が30分に一本という、とんでもない場所でした。“関西＝都会”のイメー

ジが強かった私にとって衝撃的な事実でした。そんな中で、学生生活を友人とバーベキューや鍋パーティーをした

り、たまに往復1時間半かけて京都市内へ出かけて遊んだりしながら、楽しく過ごしてしまい、あっという間に卒業

を迎えてしまいました。成績に余り自信の無かった私でしたが、出雲大社さんにお参りしたことで、ご縁を結んで

いただけたのか、徳島大学へと進学する事ができました。京都の時とは異なり、事前に何度か徳島を訪れていた事

もあり、「都会過ぎず、田舎過ぎない適度な環境」のおかげで、すぐにお気に入りの土地となってしまいました。

その一番の理由として、島根では考えられないほど、とても天気がよかったことです。毎日暇さえあれば、お布団

や洗濯物を干していました。今でも、時々ふわふわの洗濯物の太陽のにおいを思い出します。 
 こんな感じで、のんびり学生生活を送ってきた私ですが、いよいよ就職先を決める時期がやってきました。お気

に入りの徳島に残るか、憧れの関西で働くかと考えていましたが、ある出来事があり、それをきっかけに島根へと

戻ることにしました。これまた出雲大社さんのおかげなのか、ご縁があって今の病院へと就職することができまし

た。戻ってきた直後は、ふかふかのお布団や、にぎやかな繁華街を思い出すことはありましたが、今では「これで

よかった」と思います。仕事が終わり家へ帰ると、可愛いわんこ達5匹が出迎えてくれますし、話を聞いてくれる家

族もいます。家族（というより、わんこ達かも）が大切だなということをシミジミ感じています。 
 将来自分の家族（もちろん、わんこ付きで）ができた時には、お気に入りの土地で生活できればいいなぁと思っ

ています… 出来れば島根じゃないとこで。 
 といったところで、私自身何が書きたいのかわからない文章でした。最後まで、読んでいただきありがとうござ

いました。 
 さて次回のRelay Essayですが、職場と高校の後輩であります『小笹 健太郎君』にバトンタッチです。では、小

笹君よろしくお願いします。 

平成23年度 島根県原子力防災訓練参加報告 
 
          社団法人島根県放射線技師会 放射線管理委員長 山口 満明 
 
 平成23年度島根県原子力防災訓練における緊急被ばく医療活動医療本部運営訓練を行うとのことで、島根県健康

福祉部医療政策課から、社団法人島根県放射線技師会へ訓練参加の依頼があり、平成24年2月16日（木）13：30～
16：30に島根県民会館において開催され、小林会長、吉岡副会長、山口が出席しましたのでご報告します。 
  

                    Relay Essay 

 この度の『緊急被ばく医療活動医療本部運営訓練』は、島根県地域防災

計画の中の『原子力災害編』に基づいて行われました。この訓練に参加し
、初めて、『原子力災害編』の第4章『災害応急対策計画』中の第５節『緊

急時医療センターの設置及び緊急被ばく医療等の措置』として、緊急時医
療センターに医療本部を置いて、災害の対応をすることとなる旨の説明を

受けました。また、この医療本部の構成団体の要員に、当技師会が記載さ
れており、県が島根県放射線技師会に求めている、地域に果たすべき役割

の大きさを、初めて認識することができました。この事を受け、技師会と
して今後災害に備えた事前準備として、スクリーニングの研修、他職種へ

の指導体制等を含め、事前にチーム編成等を考えておかなければならない
と痛感しました。 
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 島放技発23第52号 
 平成24年  2月  1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年会費の納入について（お願い） 
 

謹啓  
 向春の候、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24年度会費を下記のとおりご請求を申し上げます。 
何卒ご理解とご協力を賜りまして納入期限までに納入頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

謹白 
 

㈳島根県放射線技師会、㈳日本放射線技師会、両会に加入されている会員 
１．会費納入期間 … 平成24年4月1日～平成24年9月30日  
２．会費納入額  … 24,000円（平成24年度合算会費額） 

島根県放射線技師会会費9,000円＋日本放射線技師会会費 15,000円 
島根県放射線技師会会費、日本放射線技師会会費を合算しての納入 

３．会費請求 
日本放射線技師会から納付書を送付 

納付書はゆうちょ銀行、コンビニにて支払い可能 
銀行振替による支払いも手数料本人負担で可能 
口座引き落としも合算請求を対応 

４．手数料 
ゆうちょ銀行、コンビニ、口座引落（本人無料、日放技負担） 
銀行振替（本人負担） 

５．請求時期   … 平成24年3月発送予定 
 

㈳島根県放射線技師会、のみに加入されている会員 
１．会費納入期間 … 平成24年4月1日～平成24年9月30日 
２．会費納入額  … 9,000円（平成24年度島根県放射線技師会会費） 
３．納入口座 

銀行名  ・山陰合同銀行本店営業部    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 会長 小林一郎 

４．推奨納入方法 
山陰合同銀行ATM扱いで、キャッシュカードによる山陰合同銀行本支店からの振込 

（振込手数料は金額に関わらず無料） 
【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必要となります 
５．振替口座による納入方法 

払込取扱票をご利用下さい（振込手数料は利用者負担です） 
銀行名  ・ゆうちょ銀行松江店 
口座番号 ・01350－3－97978 
加入者名 ・ｼｬ)ｼﾏﾈｹﾝﾎｳｼｬｾﾝｷﾞｼｶｲ（社団法人島根県放射線技師会） 

６．請求時期   … 平成24年4月発送予定 
 

【お問合わせ先】 
勝田 和弘 社団法人島根県放射線技師会 財務部長 
 E-Mail：kattakazu@gmail.com  TEL：0852-62-1635（直通） 
 〒699-0293  松江市玉湯町湯町1-2 玉造厚生年金病院 放射線室 

 

     会費納入について 

mailto:kattakazu@gmail.com
mailto:kattakazu@gmail.com
mailto:kattakazu@gmail.com
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               総務部からのお願い 
島放技 事務連絡 
平成24年2月1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                            
総務部長 中 島 清 貴 

 
総務部より会員情報把握のためのお願い 

 
 平素より会務運営にご理解ご協力いただきありがとうございます。 
総務部といたしましては、常日頃より円滑な会務運営のため、正確な会員情報の把握に努めております。
しかし、全会員様の情報を正確に把握できていないのが現状です。 
  
 そこで、会員の皆様にお願いがあります。転入・転出、氏名、勤務先、自宅住所、連絡先など、
JARTへ登録されております会員情報に変更がありましたら、JARTホームページ内のJART情報システム
をご利用いただき、速やかに変更手続きをお願いいたします。ただし、退会をされる場合には退会届を
島根県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下さい。 
 JATRホームページ（http://www.jart.jp）内の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・中島までご連絡下さい。 
 また、変更届の用紙をご利用される場合には、総務担当・中島までご郵送いただきますようお願いい
たします。 
 なお、島根県放射線技師会のみ会員登録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・中島までご郵送頂きますようお願いいたします。 
 
 今年も島根県放射線技師会ならびにJARTへのご理解ご協力を宜しくお願いいたします。 
 
  【お問合わせ先】 
     中島清貴  社団法人島根県放射線技師会 総務部長 
       電子メール  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 
 
 

                今後の予定 
65th.Informal Meeting in 出雲 
日 時：平成２４年４月２１日（土） １３：００～１６：００ 
会 場：島根大学医学部図書館 ３階 視聴覚教室 

第28回日本診療放射線技師学術大会 

日 時：平成２４年９月２８日（金）・２９日（土）・３０日（日） 

会  場：名古屋国際会議場 

   （〒456-0036 名古屋市熱田区熱田西町1番1号 TEL  052-683-7711） 

＊島根県から多数の演題登録並びに学会・懇親会参加を宜しくお願いします。 

第8回中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2012 in 愛媛） 
日 時：平成２４年１０月２７日（土）、２８日（日） 
会 場：松山市総合コミュニティセンター（〒790-0012 松山市湊町７丁目５番地 TEL  089-921-8222） 
＊島根県から多数の演題登録並びに学会・懇親会参加を宜しくお願いします。 

http://www.jart.jp/
mailto:sart60mrchoffice@yahoo.co.jp
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