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会 告

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。

今年の干支は「卯」になります。「兎の登り坂」という諺があるように、兎は坂を登るのが

速いことから物事が順調に早く進むことのたとえとして使われます。そしてその躍動感ある動

きは飛躍のシンボルともされています。

昨年の年明けは、歴史的な政権交代を受けて次々と打ち出される施策に新しい時代の到来を

実感したところでしたが、普天間問題等により鳩山前首相は約９ヶ月で退陣し、後を受けた菅

首相も財政難や党内問題に注目が集まり、内閣支持率は20％まで低下をしています。国民の国

土・生活・財産を守るには政局より政策を論じるのが議員の役目と思う国民の一人です。

昨年４月に開催されました全国会長会議で、事業推進の低下、東京で開催される総合学術大

会へ一般会計から5,000万円の支出等、多くの質問が出ましたが明確な回答も無く、強引な運営

に不信感を抱かれた会長が殆どであったと思われました。その結果、昨年６月に㈳日本放射線

技師会は中澤靖夫会長が誕生し、新体制がスタートしました。

中澤会長は、いままで以上の「安心で安全な医療環境の提供・質の高い医療技術の提供・質の

高い患者サービスの提供」をしていく事が求められているために生涯教育の充実が重要とされ、

事業の推進には㈳日本放射線技師会と都道府県技師会は共に協調が重要とされました。これま

での方針とは大きく変わり、今後は会員に向いた事業が県技師会と共に推進されますので会員

の参加をお願いします。

㈳島根放射線技師会は新公益法人移行を念頭に活動し、放射線の専門団体として県民医療の

向上に努めてきました。今年度の公益事業としては平成22年11月7日㈰松江サティに於いて2010

レントゲン週間『あなたのための放射線展』を開催しました。その際、多くの県民皆様にご来

場頂き、当会のピンクリボン運動への情熱が伝わったことと思います。そして公益事業の継続

を確信いたしました。島根県との公益事業の共催を今以上に進めて行きます。

診療放射線技師が高度医療の中で最新の技術を習得することによって、それで得た豊富な知識

と成果を職場並びに県民医療へ還元する事は、公益性のある重要な事業として認められていま

す。今年も分科会・研究会・研修会・講演会等の開催に協力を強化して行きますので是非、ご

参加をお願いして年頭の挨拶と致します。
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会 告

平成22年度 ㈳島根県放射線技師会春季学術大会のご案内

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(社)島根県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、ご参加下さいますようご案内申し上げます。 敬具

日時 平成23年3月6日（日）10:00～15:00
会場 大田市立病院 2階第1会議室 (大田市大田町吉永1428番地3 Tel 0854-82-0330)

開会の辞 (社)島根県放射線技師会 学術部長 原 真 司
開会の挨拶 (社)島根県放射線技師会 会 長 小 林 一 郎

 10:05～11:15 会員研究発表 座長 遠藤 崇（国立病院機構浜田医療センター）
１．マンモグラフィにおける半価層（HVL）測定の検討

小玉 紗弥香（島根大学医学部附属病院 放射線部）
２．ポータブル撮影の散乱線被ばくについて

難波 祐樹（島根県立中央病院 放射線技術科）
３．緊急撮影時におけるアントンセンⅠ法の簡易撮影についての検討

佐藤 広基（島根県立中央病院 放射線技術科）
４．XienceVステントの拡張に影響を与える要因の検討

岩坂 徹（松江市立病院 中央放射線科）
５．Electronic portal imaging device（EPID）の線量特性の基礎的検討

甲斐 功一（島根県立中央病院 放射線技術科）
６．Hybrid of opposite-contrast MRA(HOP-MRA)の有用性について

山下 猛（島根県立中央病院 放射線技術科）
11:15～11:25 休 憩

 11:25～12:20 会員研究発表 座長 新林 史織（国立病院機構浜田医療センター）
７．Aquilion ONEの使用経験

橋本 知都（島根大学医学部附属病院 放射線部）
８．CT-AECの基礎的検討

永戸 信吾（益田地域医療センター医師会病院 放射線技術科）
９．スキャンFOV内の被写体位置がCT自動露出機構の低コントラスト検出能に与える影響

石倉 諒一（島根県立中央病院 放射線技術科）
１０．GE社製CT装置LightSpeed VCT64における画質の特徴

‐ファントム画像による物理評価‐
藤原 秀司（松江赤十字病院 放射線科部）

１１．GE社製CT装置LightSpeed VCT64における画質の特徴
‐臨床画像による視覚評価‐

秋田 大輔（松江赤十字病院 放射線科部）
12:20～13:00 休 憩

 13:00～15:00 学術講演 座長 山田 和幸（益田地域医療センター医師会病院 放射線技術科）
「フイルムレス環境におけるモニタ品質管理」

株式会社ナナオ 営業一部 広島営業所 主任 清水 健介 先生
「3D表示の基礎と技術動向」

株式会社ナナオ 映像商品開発部フューチャービジョン開発課
開発マネージャー 伊藤 広 先生

※当日は裸眼3Dモニタの実機展示を予定しております。

閉会の挨拶 (社)島根県放射線技師会 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。 ３月１日（火）【必着】
－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 佐藤知子
Tel ：0852-24-2111（PHS 7176）Tel ：0852-61-9550（直通）Fax ：0852-32-4155 E-Mail : sart60mrchoffice@yahoo.co.jp
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第58回定期総会公示

平成23年度社団法人島根県放射線技師会第58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。

記

日 時 平成23年4月24日㈰ 13：00 開会

会 場 くにびきメッセ5F 501号会議室

〒690-0826 松江市学園町1丁目2-１

Tel．0852-24-1111

総会に出席の際には、別送の総会資料（議案集）をお持ち下さい。

役員選挙 公示

社団法人島根県放射線技師会

選挙管理委員会委員長 山 根 慎 士

社団法人島根県放射線技師会役員選挙規程第6条に基づき、平成23･24年度の社団法人島根県放射線技

師会定款第13条、第14条にある理事および監事の立候補受付を下記により行います。

記

受付期間 平成23年2月24日㈭ 午前9時より

平成23年3月 4日㈮ 午後5時まで ただし、公休日を除く

受付場所 出雲市姫原4-1-1 島根県立中央病院放射線技術科

社団法人島根県放射線技師会選挙管理委員会 委員長 山根慎士

役員定数 理事10名以上18名以内、監事2名

被選挙権 平成22年度までの会費を完納した正会員

推薦人 平成22年度までの会費を完納した正会員

投票 平成23年4月24日㈰第58回定期総会出席者による無記名投票

届出方法 立候補しようとする者は、または推薦をしようとする者のいずれも所定の用紙に

役職（理事または監事）を明記し、立候補者1名ごとに推薦人5名の署名を添え、

各々捺印の上選挙管理委員長に直接手渡すこと。

推薦人の重複は、これを特に問わない。

届出人の資格は、これを特に問わない。

社団法人島根県放射線技師会監査公示

日 時 平成23年4月2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 出雲市姫原町4丁目1-1-1
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平成22年度 第6回理事会報告

【日 時】 平成22年11月24日㈬ 18:30～21:00
【会 場】 大田市立病院 第2会議室
【構 成】 24名（理事18、監事2、名誉会員2、相談役2）

理 事 小林一郎 岩崎一人 森脇郁生 佐藤知子 池田秀樹 大岡敏彦 原 真司 吉岡隆二
山田和幸 加藤三千夫 本田雅人 原元益夫 杉原加誉子 左田野恵三 増野利政 勝田和弘
遠藤 崇 中島清貴

監 事 野口悦現 磯田康範
名誉会員 岩田邦夫 板橋 保
相談役 大屋俊男 小松明夫

出席者：小林、岩崎、森脇、佐藤、池田、原、吉岡、山田、加藤、本田、原元、杉原、左田野、勝田、遠藤

議事に先立ち、佐藤より出席者が構成員の過半数を超えたので議事が成立することを確認した。

１．議長選出 議長 森脇
２．議事録署名人・書記選出 議事録署名人 杉原・小林 書記 佐藤
３．会長挨拶
小林：あと、１週間で師走です。
Mailで配信しましたが、名誉会員でおられます、須山正一氏 が11月16日にご逝去されました。お悔やみを申し上げ
ます。
ふたつの団体には大きな進化があったと思います。
一つは、島放技が主催として公益事業あなたのための放射線展を開催したこと。
県民の手ごたえはあったと感じています。
事業展開には、共催、協力、といろいろな形はありますが、社団法人としては県民に直に問いかける事業はしていき
たいと思います。ご協力頂きました役員の皆様にお礼申し上げます。慰労会も必要かと考えます。後程の項目でしま
しょう。
二つ目は、日放技の体制が替わった事です。
情報公開が速く、透明性が評価されると思います。理事会報告を配信していますが、読まれて、JARTがどのようにな
っている、誰が発言したかわかるようになっています。
早いテンポで替わって行くと思います。県技師会の重要性を確約されました。
ともに歩み、しっかりと意見を言って、業務を遂行して行きたいと思います。今後とも、役員方のご協力をお願いい
たします。
４．事務報告
①会員動向 ②表彰 ③JART ④CTセミナー状況 ⑤放射線管理委員会から散乱線･漏洩線測定講習報告
５．議題
①福利厚生アンケート ②二つの事業を終えて ③会費納入期日 ④春季学術大会 ⑤定期総会関連
⑥公益社団法人移行関連 ⑦島根県への公益事業参画 ⑧創立60周年記念事業、全国診療放射線技師学術大会の対応
⑨各部報告 ⑩その他
【報告1】会員動向（11月22日現在）
佐藤：ご覧のとおりですが、落ちている方があればまた教えてください。
新入会員
佐 藤 知 昭（さとう ともあき）松江記念病院 北 昌 宜（きた まさのり）島根大学
難 波 祐 樹（なんば ゆうき）島根県立中央病院 佐 藤 広 基（さとう ひろき）島根県立中央病院
小 玉 沙弥香（こだま さやか）島根大学 佐 藤 浩 之（さとう ひろゆき） 隠岐病院
退会
森 藤 幸 子（もりふじ さちこ） 安来市立病院から福岡県自衛隊福岡病院へ
松 村 祥 子（まつむら しょうこ） 益田赤十字病院から山口県周南記念病院へ
須 山 正 一（すやま しょういち） 名誉会員（まだ処理していませんが）

【報告2】表彰（日本放射線技師会勤続30年表彰推薦…5名）
森脇 郁生 氏（島根県済生会江津総合病院） 松村 暁彦 氏（島根大学医学部附属病院）
山本 泰司 氏（島根大学医学部附属病院） 氏平 武樹 氏（島根大学医学部附属病院）
加藤 盛歳 氏（島根県環境保健公社）
島田 孝志 氏（金島胃腸科外科）樋野 伸一 氏（総合病院松江生協病院）岡 一彦 氏（総合病院松江生協病院）
古木 裕麿 氏（隠岐病院）板倉 佳苗 氏（島根大学医学部附属病院）

小林：10名の方にご案内をいたしました。
〆切期日までに承諾され、書類が送付されましたのは５名。30年満たなかった方が、１名、辞退が２名、連絡無しが
２名でした。５名の方については、JARTへ島根県推薦として書類を送りました。

第６回 理事会



（社）島根県放射線技師会 第２５９号 2011.2.22

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS

6

JARTから返事があり次第、関係者に連絡します。
【報告３】JART
①医療被ばく相談事業に関するアンケート調査協力のお願い
小林：放射線管理委員会 岩﨑委員長に対応をお願いしました。
②日放技業務委託契約締結について
小林：県技師会とJARTと一体と考えて今後、展開されます。そのための業務をすることになるので、業務委託締結で
す。すでに、財務には32000円位、入金されています。９月３０日現在の会費納入者×200円です。当面は、代議員選
挙の執行です。将来は両会費を集め、ＪＡＲＴへ送金します。
③会員情報システムにおけるログイン方法の変更について
小林：会員情報システムにおけるログイン方法に障害が発生しています。ログイン方法の変更で解決しました。
島根からは、四役で相談して、６名（会長、副会長、総務、財務）を申請しました。
役を降りた方がログインされている県もあるようでセキュリティをしっかりする必要があります。
④日本放射線技師会会費滞納者に対する会員権利の一時喪失措置について（連絡）
小林：１１月２２日現在の資料です。
９月３０日から１０月２０日までに納入された方はここに含まれないです。
2010→26名、2009と2010→6名…で、このまま除名となるのか？島根の会員数が減ると心配しております。また、亡く
なられた方がおられましたら総務のほうへお願いします。
⑤教育センター設立出資金退会時返還に伴う調査依頼
小林：Mailでお願いしたとおりです。未だに、ご返事は無いようですが、もう一度お願いいたします。
⑥事業推進委員について（任期終了通知）
⑦JARTサポーターバンクについて（任期終了通知）
小林：ＪＡＲＴからお願いされたと思うが、活動自体は無かったようで会長が変わり、今年度いっぱいで終了となり
ます。お疲れ様でした。
⑧第69回日本放射線技師会臨時総会（公益社団法人移行への定款、諸規定総会）
期日：平成22年11月13日 14:00～ 会場：科学技術館サイエンスホール
小林：小林、岩﨑、２名が出席しました。全て、賛成で可決されました。詳しくは、JARTを見て下さい
【報告4】JART主催・山陰地区CTセミナー状況
日時 平成23年1月23日（日） 9:00～17:30 会場 鳥取大学医学部講義室 募集 予定100名
講師 生田浩司 氏（松江市立病院）梶谷尊郁 氏（島根大学医学部附属病院）内田幸司 氏（島根大学放射線講座）
小林：現在の参加希望は少ないですが、〆切期日近くなると多くなると思います。試験料を含んでの3000円です。試
験を受けなくても3000円です。すでにCT3級を取得されている方が、受講される時は2000円になります。
【報告5】放射線管理委員会から「散乱線・漏洩線測定講習」報告
小林：急に決定されたにも拘らず、出席者が多かったと聞いています。やはり、会員が求めている事に当たったかと
思います。
岩﨑：約３０名の参加でした。技師会で所有しているサーベイメーター をどうやって測定するか？が一番の話題であ
りました。測定に行かれる方は記録の方法などを教えていただきました。散乱線の測定もしないといけないそうです
（他見では散乱線測定の義務はないところもあるが島根県は厳しい）。
森脇：また行われますか？
岩﨑：要望があれば行われます。
【議題１】福利厚生事業アンケート
小林：ミスプリント訂正をお願いします。回答・63、回収率26%でした。
本田：30・40代の回答が多く、春、秋、の開催で、施設見学、スポーツ、飲み会などありました。春季・秋季学術大
会とは区別してやりたいと思います。
小林：最初の3年間は、各地区（東部・中部・西部）で実施したいと思います。
森脇：福利厚生事業は単独で行ったほうがよろしいですか？
全員：了承
山田：案が出たところで、この中からどれが出やすいか？というのを会員に出してもらえれば参加者が把握できるの
では？
小林：本田さんに案をまとめてもらいメール討論しますか？予算編成の都合上、来年の1月には決めないといけません
【議題2】二つの事業を終えて
小林：みなさんの協力の下、二つの事業が無事終わりました。これを踏まえて、今後どのようにしていけばいいのか
皆さんの意見をお聞きしたいです。
①秋季学術大会
吉岡：若い人の話を聞けてよかったということでした。
小林：Radtecフォーラムは数年前、病院でできないと聞いているが、ずっと続いていますか？

Radtecフォーラムとのジョイントも考えていますので。小松さんに確認した方がいいですね？
原 ：病院では開催できないです。

予算の都合上、若い人しか呼べないところもあります。

第６回 理事会
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②あなたのための放射線展
原元：骨密度測定で結果について深く踏み込まないという約束であったが、聞かれるとやはり答えてしまうので、こ
こはきちんとしていかないといけないと思いました。
小林：自分も見ていたが、すごい反響だと思いました。聞かれると答えてしまうのも分かるが、今回のことを踏まえ
て今後は気をつけないといけません。
勝田：服装についてですが、威圧感があると言われました。スタッフジャンバーみたいなものがあればよかったかな
と思います。
小林：スタッフジャンバーは問い合わせてみたが、間に合わなかったです。池田さんには何の団体かと聞かれた方も
おられたようで、会名を掲げても良かったかなと思いました。あえて今回、記念品を配る封筒を技師会のものにした
ので宣伝にはなったのでは？骨密度については約130名、乳房検査については100名前後くらいでした。サティは人通
りが多いので今回は助けられたかと思います。1回、2回と経験して一人でも多くの方に見ていただけるような内容に
していきたいと思います。３年はしたいです。Ｈ２３年は中部、Ｈ２４年は西部で。
サティとの交渉も手違いがあり、当初チラシにイベント開催を掲載する予定であったのに相手方にその認識がなかっ
たようです。
森脇：骨密度の装置は話が決まった時点ですぐ手配しないといけないです。
小林：ふたつの事業を終えて、反省点を出していただきました。今後よりよい活動となるためにみんなで検証し、い
いところは継承し、悪かったところは反省し、会員に向けてより良いものが作れるのではないかと思います。また、
ご意見等あれば出してください。
原 ：講演で来ていただきたい方とか、こんな内容でやってほしいという要望があればお知らせください。
小林：いつも原さんに全部お願いしているので、申し訳ありません。各施設内での要望だけでも原さんに報告してあ
げてください。
【議題3】会費納入期日
小林：日放技は現在前納制であるが、公益に向かうためには今年度の会費を前年度に徴収するのはいけないと税理士
のほうから指摘があり、JARTは平成25年くらいから元に戻ります。4月1日から9月30日を納入期限としています。中澤
会長より日放技と県組織はひとつのものだと言われており県に入らないと日放技には入れないシステムに戻ります。
県技師会費、JART会費の振込後、JART送金となるので島根も元に戻す事となります。
年度始めの資金繰りには良かったが、何時からしましょうか。もし、よければ平成２３年度から開始したいが、どう
でしょうか。
池田：繰越金がある方なので、年度納入でも大丈夫です。新入会員には明確に指示してあげることをお願いします。
山田：会員への案内は、会報？個人案内ですか？
小林：個人宛にこうなったことを最初に送ります。その後、会報と個人案内を送ります。
森脇：年度内納入ということで4月1日から会費納入、平成２３年度から始める、事前に会員に知らせるということで
よろしいですか？
全員：了承
【議題4】春季学術大会
平成23年3月6日㈰を予定 会場…大田市立病院 ２階 会議室
【議題5】定期総会関連
平成23年度 第58会定期総会 日程…平成23年4月24日 会場…松江市
【議題6】公益社団法人移行関連
「行政書士による新公益法人制度対策セミナー」 2010/10/30 出席：森脇副会長、池田財務部長
小林：平成２５年１１月３０日までに完了しないといけないのでピッチをあげないといけません。広島が公益に移行
し、他の団体の動向が気になっていたので足踏み状態になってしまいました。２３年度には始めていかないと、申請
に間に合わないです。
森脇：当日は３時間ほどありました。
１．支援の対象はＮＰＯ法人であり、公益法人は見直しの対象である。
２．公益目的事業は収支相償の規制あり。
３．アンケート報告（公益目的事業比率が達成できない、公益目的事業にあたるのか不確か、収支相償不可能など）
公益法人を指向する法人は年々低下傾向にあり、一般法人を指向する法人は年々増加している。
４．一般法人へ移行するのは可能だが、公益認定取り消しから1ヶ月以内に他の公益法人へ公益目的取得財産残額をす
べて譲渡しなければならない。
５．公益法人を取得した場合の維持管理について
消耗品（封筒、名刺など）の名称変更、初年度は中途認定なので2回の申請が必要である可能性もある、諸規定は県に
提出必要は無いが相談はしたほうが良い、神奈川県の場合は公益法人になるための会計基準ソフトを購入したら68万
円であった、神奈川県で市民公開講演の一般参加者が少ないため公益事業にならなかったケースもあった。
６．まとめ
公益法人の最大メリットは社会的信用を得る。
公益目的事業については非課税となるが収支相償があるため収益はない。公益に移行する意思統一が必要。認定取り
消しとなった場合、会員から不満が出るのは必至。財務担当者の負担が大きい。

第６回 理事会
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公益法人移行を目指す法人は、将来にわたって認定基準を維持していく心構えとビジョンが必要。
とりあえず、一般法人を取得しておいて公益法人の動向を見るのも一案。行政書士さんからみた、さまざまな規制が
あるので良く考えなさいというような内容でありました。
小林：日本医師会、日本臨床検査技師会は一般に、日本放射線技師会と看護協会は公益法人に決定しています。中四
国の状況ですが広島県は公益取得、岡山と鳥取が一般か？高知は分かりません。それ以外の県は公益、香川県は県と
の調整で公益へ。
Ｈ22年度総会で公益に移行する総意をえているので目指さないといけないが、今一度皆さんの意見を聞きたいです。
岩崎：県内では検査技師会は一般です。
原元：どこの県かわからないが、事務所（建物）がないといけないと聞きましたが。
小林：それは違うそうです。一番難しいのが、病院を事務所として使っていることであり、事務所費も公益何割で使
っているかを示さないといけないが、病院の場合区切りが難しいです。病院がだめだということではないが・・・
原元：将来的に公益を認められるように維持していく心構えがあるかというと、少し不安がありますが。
小林：北川会長より、公共事業などは毎年同じ数をこなし、収益事業として会員の福利厚生を行う。県に相談してい
るのは放射線測定の測定料。県の指導が入れば、改めていかないといけないが、開業医からもらっているお金は40万
くらい、その中から線量計の校正や経費をぬいて、その半分は他の公益事業に使いたい。収益事業なのだけれども半
分は公益事業に使うということでいいのではないかと。
島根県は原発があるので万が一の事故のために、風評被害がおこった場合、技師会が活動しなければならない。皆さ
んに報告しながら、少しずつ進めていきたい。
山田：総会前になると予算に含める、含めないで会費納入の微妙なラインの方が何人かおられるが、どうするか的確
に処理できるか？
小林：新しい定款の諸規定ができれば、島根県の除籍者は公益に移るときに全部提示しないといけないので、正会員
のみの仮定のもとで予算編成しなければならない。現在はあいまいな方がおられるのも分かっているが、公益に移る
時に除籍者についてはきちんとします。
山田：福利厚生事業は？
小林：単独の会員の事業として想定することも可能だが、島根県は予算が少ないので、50/50がクリアできないことを
想定して、できるだけ70/50・80/50にしたいため福利厚生事業を公益法人に絡めているということを申請しながらや
っていきたいと思います。
山田：技師会の総意としてやっていくということですね。
【議題７】島根県への公益事業参画
島根県原子力講演会2010
期日 平成22年12月19日㈰ 13:30～15:30 会場 くにびきメッセ
島根県より依頼内容
①放射線検査についてのパネル展示、相談コーナー ②技師会紹介原稿
吉岡：当初、技師会の方から簡単な公演をということでしたが、なくなりました。パネル展示をすることになりまし
た。パネル展示の前に立って質問に答えるという形にしたいと思います。島根県放射線技師会とはどういう会かを提
示していかなければなりません。
【議題８】創立６０周年記念事業、全国診療放射線技師学術大会の対応
小林：冠事業として考えたいです。全国的に２５年は島根と認識あり、中澤会長から打診がありました。
当初より、予算的には猶予、しかし青森県では、中澤会長から指示が出て、演題４００以上、参加一般を含めて２５
００名。鳥取のように儲けは無いけど、淡々として掛かるものは掛けてしたい。
法人移行、創立６０年、全国大会の３大事業として計画したい。
理事会で全国大会開催決定後、総会で会員へ審議する。東アジア交流学術大会も絡んでくる。平成２５年全国大会開
催してよろしいですか？
全員：了承
【各部報告】
山田：当地でフォーラム開催し、技師会のパネルを借りました。島根県放射線技師会に後援いただきありがとうござ
いました。
吉岡：放射線島根を発行しまう。また、皆さんに原稿頼みます。
各事業の内容をまとめて雑誌に載せますか？
【その他】
小林：特例民法法人の活動と政治団体の活動の峻別について県からFAXがきました。
【次回開催】
平成22年 第7回 理事会（理事会）
日時 平成23年1月22日㈯ 会場 松江赤十字病院
出席者 24名（名誉、相談役、監事、常務理事、理事）

第６回 理事会
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平成22年度 第7回理事会報告

【日時】平成23年1月22日（土） 14:30～17:30
【会場】松江赤十字病院 厚生棟会議室
【構成】24名（理事18名、幹事2名、名誉会員2名、相談役2名）
【出席】小林一郎、岩﨑一人、森脇郁夫、佐藤知子、池田秀樹、大岡敏彦、原真司、吉岡隆二、山田和幸、

加藤三千夫、本田雅人、原元益夫、杉原加誉子、勝田和弘、遠藤崇、中島清貴、野口悦現
佐藤総務部長が、出席者が構成者の過半数を超え、理事会が成立することを述べたあと、議長に森脇副会長を、議事
録署名人に小林会長、杉原組織副部長を、書記に中島総務副部長を選出し、議長に進行を委ねた。
【会長挨拶】

小林会長：新年の挨拶、年末からの雪害のことを述べられた。
昨年、JARTの会長交代に伴い方針の変更があった。特に中澤会長の考えとして、JARTと地方技師会は一緒だというス
タンスで事業を進めていくこと。それに伴い地方技師会の事業の展開も今まで以上に増えていくことが予想され理事
の皆様の協力が必要不可欠であり今年も理事の皆様の協力の下、事業を遂行していきたいと述べられた。また今期は
、理事改選の年でもあり2年後、4年後と大きな事業を予定しているのでそれを踏まえての改選となると述べられた。
【報告1】会員動向（平成23年1月20日現在）
佐藤総務部長：1件退会申請を行っているが、その他に前回の理事会から大きな変化はないと述べられた。
【報告2】会費納入状況
池田財務部長：別紙資料の通りではあるが、50数名が未納となっている。各理事、施設での声掛けを行い納入促進に
努めていただきたい。また、資料には個人情報が含まれており取り扱いには十分注意をしていただきたいと述べられ
た。
小林会長：この名簿は理事会資料ということで付けているが、くれぐれも取り扱いには注意をしていただきたいと述
べられた。
【報告3】平成22年度特例民法法人概況調査
小林会長：毎年県から、社団法人の概況調査が入るが、新法人への移行時期であるため、5年間は、特例民法法人とし
て扱われる。そのため特例民法法人として概況調査があり、平成22年12月21日、総務部で対応した。調査の内容とし
ては、収支、事務所状況、会員数、財産（基金）について報告した。
【報告4】がん市民向け公開講座の後援依頼
小林会長：平成22年12月7日に松江市立病院からがん市民向け公開講座の後援依頼があり、受諾した。平成23年1月20
日に松江市立病院から広報、掲示の依頼があり、ポスターをweb、メーリングリストで案内を行う。各病院にも送られ
ていると思うが、事務所に1枚ほどA2サイズのポスターが来ているので、放射線科の前にでも掲示したいという方は連
絡をいただきたい。連絡がない場合は、職場にて掲示する。
【報告5】JART主催・山陰地区CTセミナー状況
小林会長：JART主催の山陰地区CTセミナーが鳥取県放射線技師会担当で開催される。島根県から講師として、生田浩
司氏（松江市立病院）、梶谷尊郁氏（島根大学附属病院）、内田幸司氏（島根大学放射線講座）の3名にお願いしてい
る。受講者66名、島根県からは33名の参加がある。まだ本決まりではないが、秋から来年に向けて、MRIセミナーの開
催を予定している。開催が決定次第報告するが、協力をお願いしたい。
【報告6】島根県原子力講演会2010に参加して
吉岡広報部長：平成22年12月19日（日）、くにびきメッセで行われた、島根県原子力講演会2010に技師会として会場
入り口にてパネル展示を行った。講演会は、原子力安全はどのような考えでできているのか。と題し13:30～15:30に
開催された。島根県放射線技師会から、私吉岡隆二（島根県立中央病院）、菊川淳子氏（松江生協病院）、中島清貴
氏（松江赤十字病院）の3名がスタッフとして参加し、12:00くらいからパネル展示をし、相談や質問の対応をした。
質問の内容は、被曝に関すること、PET検査について、どこまでわかるのか、血糖値はどのくらいならできるのか。放
射線治療でなんでも治るのか。などがありました。また、新聞や雑誌に掲載されたような内容を聞かれた。今後も引
き続き、この様な講演会をしてほしいという要望もあるようなので、島根県放射線技師会として参画していきたい。
どこの団体なのかと質問されることもあったので、島根県放射線技師会をＰＲできるようなポスターを入れてはどう
かと思った。
【報告7】胃がん検診従事者講習会
岩﨑副会長：昨年末に社団法人島根県放射線技師会の会員から胃がん検診従事者講習会をしないのかという質問があ
ったので、島根県健康福祉部健康推進課に問い合わせたところ、環境保健公社に委託しているという回答を得た。1月
13日、小林会長、吉岡広報部長、中島総務副部長、私岩﨑で環境保健公社に協議に行ってきたが、主催は島根県健康
福祉部と財団法人島根県環境保健公社で、香川県立がん検診センターの安田貢先生の講演を依頼し了解を得たと、大
筋は決定していた。島根県放射線技師会としては、診療放射線技師も胃がん検診の一翼を担っており、広く県民の皆
様に周知をしたく、講師を立て、共催という形で参加することを認めていただきましたので、会員の皆様の多くの参
加をお願いしたい。
小林会長：補足すると講習会の対象は医師、各種技師、行政関係者である。次回からはもう少し早くから参加し主催
としてやっていきたいと考えている。講師を立てるということで、関係費用が発生することを了承していただきたい
。申込書などの案内は環境保健公社の方から各施設に送付されると思う。技師会としてもwebなどで案内をしていく。
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議長より、講師の関係費用の捻出についての賛否を問われ、満場一致で賛成となった。
【報告8】平成22年度 第3回全国会長会議報告
小林会長：平成23年1月9日（日）に「女性の仕事の未来館」（東京都港区）にて第3回全国会長会議が行われた。お手
元の資料はまた、目を通しておいていただきたい。その中で、代議員選出要綱についてと、入会促進教育セミナーに
ついての説明をしていく。代議員要綱についてですが、JARTも公益社団法人取得を目指している。そのため、代議員
の選出要綱が若干変わり、JARTの会員誰もが代議員に、理事になれるようになった。また、選挙にて決定するという
ことが明記された。被選挙権の要件はJARTの会員であること。選挙を本部一括で行うことが困難であるため、各県技
師会に選挙をお願いしたいということだった。島根県の代議員の定数は2名。立候補が2名なら無投票当選となる。2名
以上になれば葉書による選挙を行う。また、代議員が職務を遂行するのが困難となった場合、別の者を立てていたが
、それは出来なくなり、これからは補欠を1名立て、計３名の選挙を行いたい。詳しい内容はお手元の資料をご覧いた
だきたい。
森脇副会長：補欠代議員のスタンスについて、総会等でどうしても都合が悪く出られないときには補欠代議員が出る
ということが可能なのか。
小林会長：それは出来ない。都合の悪いときには委任状を出すようになる。補欠代議員は、代議員2名の内、1人が長
期的に職務を遂行することができなくなったときに選挙をせずに代議員とするための補欠代議員。
理事会としては代議員、補欠代議員あわせて３名を会長、副会長から立てる事が了承された。
小林会長：各県技師会で4月～6月をコア期間とし、入会促進のための新人セミナーを開催してほしいとお願いがあっ
た。講座としては、エチケットマナー、医療安全講座、感染対策講座、気管支解剖講座が予定されていて、資料は
JARTから提供されるが、講師は各県で選任してほしいとお願いがあった。今回この4講座の内、気管支解剖講座の講師
育成のための講習会が、3月21日東京で行われる。そこに新教育委員として吉岡広報部長に行っていただきたいがいか
がでしょうか。（吉岡広報部長、理事ともに了承された。）
原学術部長：入会促進事業ということだが、未入会者が対象なのか。また未入会者への案内はどのようにするのか。
小林会長：未入会者および新卒者が対象となる。また案内についてはJARTが各施設長宛に送付するとのことだった。
【議題1】平成22年度 春季学術大会進捗状況
原学術部長：平成23年3月6日(日)、大田市立病院2階 第1会議室にて開催する。内容は、資料の通りではあるが、午
前は会員研究発表。午後は株式会社ナナオ様の学術講演を予定している。講演の内容は、医療画像表示モニターの品
質管理と3Dモニターに関するお話をお願いしている。午前の会員研究発表についても、10題くらいは集まるだろうし
、10題あれば、時間を持て余すような事もないと考えている。
小林会長：原学術部長、プログラムを早く作成し、会員の皆様に提示したいので、会員研究発表、ナナオ様の演題名
が分かり次第、連絡をいただきたい。本田企画部長、当日は何時集合にしましょうか。
本田企画部長：会場準備といっても、大掛かりなことをすることはないので、9時集合でいいと思われる。看板や、垂
れ幕のサイズは、吉岡広報部長に後日連絡する。また、会場の使用料は必要ない。
池田財務部長：弁当は会で負担するので、人数が分かり次第連絡をいただきたい。
【議題2】福利厚生事業決定
小林会長：福利厚生事業についてですが、やるからには、3地区あるので最低でも3年。3年後にもう一度、継続の是非
を審議する。また近年、懇親会がないので、横のつながり強めるためにも是非とも懇親会を開催したい。雨の心配も
ないソフトバレーにしたい。
本田企画部長：ソフトバレーなら体育館が借りられれば、雨の心配も無い。また、県内でソフトバレーの大会も催さ
れているので携わっている方もいると思う。スポーツ交流ということでソフトバレーから始めてはどうか。
小林会長：では、ソフトバレーでいいでしょうか。また、開催の順番は本田企画部長のおられる西部地区からの開催
としたいがいかがでしょうか。
本田企画部長：わかりました。
満場一致で了承された。
杉原組織副部長：子供をつれての参加は可能か。また、審判はどうするのか。
小林会長：会員には子育て真っ最中の方も多く子連れでの参加を認めていきたいがそれは今後の検討課題と考える。
本田企画部長：審判は基本的には試合に出ていない方にお願いしたい。病院にソフトバレーのチームもあるので、そ
のメンバーの方に声をかけてみる。
小林会長：懇親会のこともあるし、土曜日の開催でお願いしたい。シーズンは秋ごろがいいのではないか。学会のシ
ーズンでもあるので、早めに決定したい。次回の理事会で決定しましょう。池田財務部長、予算繰りはなるのか。
池田財務部長：予算的に余裕があるわけではないが、5～10万円くらいまでなら可能だと思うが、きちんと予算をみて
みないとなんともいえない。
小林会長：ソフトバレーの参加費は無料、懇親会は自費でやりたい。
森脇副会長：まとめると、内容としては、ソフトバレー。次年度は西部地区での開催とする。
日時は学会、体育祭等にかからないように調整が必要。ソフトバレーは参加費無料。懇親会は自費ということで決め
させていただく。関係各部、よろしくお願いしたい。
【議題3】社団法人日本放射線技師会会費収納方法の変更と各都道府県技師会会費の同時収納と会費納入期日の変更
小林会長：現在、島根県技師会費、日本放射線技師会費は2月1日から4月1日までに来期分を納入する前納制を採用し
ている。島根県としても事業を推進していくためには予算があるほうがいいのではないかという判断が理事会で下さ
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れ、前納制を採用してきた。ただ全国会長会議の議題で会費納入方法の変更について話がでた。詳しい内容は資料を
みていただきたいが要約すると、JARTはもちろん、島根県放射線技師会も公益社団法人を目指しており、前納制は内
部留保として扱われる可能性があり、後納制（納入期限：4月1日～9月30日）への変更を行いたい。また現在、日本放
射線技師会と島根県放射線技師会の会費は別々に納入をしているが、請求代行業者と契約し日本放射線技師会が県技
師会費もまとめて集め、毎月1回県技師会の口座に送金するようにする。払い込み方法も、口座振替および送金のみだ
ったが、今回からゆうちょ銀行、コンビニでも支払いが可能になる。島根県放射線技師会として、新しい納入方法を
採用するかどうか、また何年度から採用するのかを審議していただきたいとのことでした。個人的には、事務処理の
負担軽減、納入状況が把握しやすいということで採用の方向で考えているがいかがでしょうか。
池田財務部長：以前の納入方法戻る格好になり、事務的な負担は軽減される。また、誰がいつ納入されたということ
も把握しやすいが、未納者への対応はどこまで対応していただけるのか。
小林会長：前回の会長会議では、同じ年度に2回は請求を行う。ただ、それ以上はわれわれも会費納入を促していかな
いといけない。
中島総務副部長：島根県放射線技師会のみに所属している方への請求はどのようにするのか。
小林会長：島根県放射線技師会のみに所属している会員には、県技師会が請求するつもり。
池田財務部長：会費納入方法の変更は、定款の変更にあたり、総会での承認を得てから行わなければならないのでは
ないか。
小林会長：会費納入については、諸規定に明記してあり、諸規定の変更は理事会で承認されれば、総会で報告をおこ
なえば大丈夫。
原元：夫婦などで所属しており、減額の対象になる方が島根県放射線技師会経由で申請を出しているが今後はどうな
るのか。
小林会長：前回の全国会長会議では、その話は出なかった。確認しておく。
本田企画部長：会費納入変更の知らせは、JARTの冊子に掲載されるのか。
小林会長：掲載されるが、その前に島根県放射線技師会として、会員に会費納入変更のお知らせを送付する。
大岡組織部長：以前は県技師会に入会の上、日本放射線技師会に入会をすることを基本としていた、県技師会と日本
放射線技師会は別々だという考えで、日本放射線技師会には入らず、県技師会のみに所属している会員がいる。今後
島根県放射線技師会としては、どのようなスタンスでいくのか。
小林会長：島根県放射線技師会としては、日本放射線技師会と歩みを共にしていくつもり。というのも、日本放射線
技師会の執行部が変わり、日本放射線技師会の事業を遂行するためには、県技師会の協力がないとできないという考
えに変わった。日本放射線技師会も県技師会も一緒というスタンス。また、日本放射線技師会には、県技師会にも入
会しないと入れないという格好になっているので、島根県放射線技師会としても日本放射線技師会と一緒というスタ
ンスでいく。
大岡組織部長：日本放射線技師会に入会した上で、県技師会にも入会するというスタンスになるという話が出たが、
また、今現在、県技師会のみに所属している方は継続して県技師会に所属できるのか。
小林会長：県技師会のみの会員も認めていく。県技師会のみの会員というのは大きく分けて2つ。1つは、現役を退職
したが、地域のつながりだけは残しておきたいと考えて、日本放射線技師会を退会された方。もう1つは、日本放射線
技師会との確執のため日本放射線技師会を退会された方。前者には、案内は出すが、日本放射線技師会への再入会を
積極的に促してはいかない。ただ、後者、特にまだ若い方には入会促進、再入会促進キャンペーンなどがあることを
伝えるなど、積極的に再入会を促していきたい。
森脇副会長：日本放射線技師会との一括会費納入について、賛同しない県技師会の扱いはどうなるのか。
小林会長：前回の全国会長会議では、将来的には全ての県技師会と足並みをそろえていきたいが、各県技師会で会費
納入状況や方法も違うので無理にやれとはいえないが、同調してきていただきたいとのことだった。
山田事業部長：会員へ会費納入方法変更の案内は出されるのか。
小林会長：本日の理事会で変更が決定しましたので、会員には案内を送付する。
森脇副会長：その他に質問や補足等ないでしょうか。では、このたびの日本放射線技師会の提案している会費一括納
入方式について、この理事会で島根県放射線技師会としての方向を決めたいと思いますが、この納入方式を採用する
ということでよろしいでしょうか。また、開始年度についても決定しなければなりませんが、平成23年度からでよろ
しいでしょうか。
満場一致で日本放射線技師会の納入方式に従う。また、開始年度は23年度から採用するということが決定された。
【議題4】平成23年度 第58回定期総会関連
小林会長：定期総会関連についてですが、日時は平成23年4月24日（日）に行う。会場はくにびきメッセ5階501号会議
室。内容としては、例年通りだが、午前は講演、午後から総会とする。
それに関連して平成23年1月下旬～2月上旬をめどに会報、web、メーリングリストでの配信により、①第58回定期総会
公示②役員選挙公示③社団法人島根県放射線技師会監査公示を行う。それと、勤続20年の表彰者のピックアップをし
ていく。また、松江での開催なので議長は東部地区で選出する。あとの総会役員は会場より選出したい。総会に伴い
、新年度予算編成を行う必要があるので、2月14日までに各部事業計画申請を池田財務部長まで申請すること。また議
案集編集のため、各部の事業報告と事業計画を小林にお知らせいただきたい。3月6日（日）春季学術大会後に理事会
を予定しているので、第1回目の議案集の読みあわせを行う。発送は4月4日～8日の間に行う。
役員選挙の公示についてですが、選挙管理委員長の島根県立中央病院の山根様に確認していただいたうえ配信となる
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が、役員候補の受付期間を2月17日～2月25日、役員定数は18名。受付場所は島根県立中央病院放射線技術科とする。
届出方法などは資料の通り。あと、監査公示を平成23年4月2日に予定しており、その後、総会に向けての最後の理事
会となる、平成23年度第1回理事会を島根県立中央病院放射線技術科職員控室にて行う。出席対象者は資料の通り。
森脇副会長：議題4について、何か質問、指摘等はないか。
池田財務部長：3月6日に総会議案集の読み合わせがあり、その後は4月2日になっているが、その間に読み合わせなど
の理事会はないのか。というのも、3月6日には予算が間に合わない。もちろん4月2日には間に合わせるが、その間に
理事の皆さんに確認をしていただきたいというのがあり、間にもう1回入れていただけると助かる。予算だけになるの
なら、去年のように、メールで確認していただくような格好でもいい。
小林会長：個人的な考えでは、集まってみんなで確認したい。3月下旬の都合はどうでしょうか。
森脇副会長：都合がつかないようなので、メールでの添削ということでよろしいでしょうか。
理事が3月6日から4月2日までの間に集まることができないということで、メールにて赤い色を使い添削をおこない、
小林会長に送信するということで決定された。
【議題5】次期役員体制
小林会長：次期役員につきまして、会長、副会長で検討していくが、2年後、4年後に大きな事業も控えているので、
それに向けて会員に迷惑をかけないような体制で臨みたいと考えている。また、われわれはボランティア役員ではあ
るが、広く県民に放射線医療を推進していく会の理事であり、会員の皆様に対してもこれからの放射線医療の発展に
ついて発信していくためにも、適材適所への人材の配置を考えていく。また、会員のすべてが把握出来ていないこと
、2年後、4年後に大きな事業が控えていることから、組織部、事業部には特に強化していきたいと思っている。それ
も踏まえ、会長、副会長で検討していく。
【議題6】全国診療放射線技師学術大会開催日
小林会長：全国診療放射線技術学術大会の開催予定日として、月曜日が休みとなる敬老の日の週、秋分の日の週、体
育の日の週をあげてみた。これは島根県を観光していただきたいという思いと、遠方から来ていただいた方への配慮
。また、松江市で平成25年に予定されているイベントを資料に示してある。その他、考慮すべき放射線関係のイベン
トとして、技術学会の秋季学術大会（北海道）、中四国のフォーラム（山口）があげられる。これらを考慮して決定
する必要があるがいかがでしょうか。会場としては、島根県県民会館と、くにびきメッセをおさえていく。また、懇
親会の会場も手配する必要がる。300人～400人と収容人数が多いため、ホテルなら一畑ホテル。または趣を変えフォ
ーゲルパークを考えている。フォーゲルパークなら、収容人数が多く、松江市の施設なので、格安で何台ものバスを
運行していただける。島根県放射線技師会としては初の試みだが、参加者の度肝を抜けると思う。
森脇副会長：開催日を決定しないと、先に進まないが、天候や各種イベントを考慮していつの開催としましょうか。
9月20、21、22、23日、秋分の日の週ということで決定した。
小林会長：大会長、大会役員については会長、副会長で相談し次回理事会で発表する。
【議題7】島根県放射線技師会プライバシーポリシーおよび、インターネット接続環境更新案
加藤厚生部長：島根県放射線技師会のwebサイトに資料で示したプライバシーポリシー、サイトポリシーを掲載したい
が、文章など変更を要する箇所があればお知らせください。また案として、技師会員向けに、勉強会、講習会、講演
会情報などを分けて掲載してはどうか。県技師会が主催しているものを勉強会、その他、一般向け、関連団体が主催
しているものを講習会、講演会としている。こちらもご意見をお願いしたい。もう一つの資料だが、現在契約してい
る低い回線速度、サーバー容量の不足に対し、以前の理事会でご案内したようにインターネットの接続環境の更新を
図りたい。サービス業者として、さくらインターネットのレンタルサーバーを使い会員の皆様に情報を提供していき
たい。レンタルサーバーの初期費用は1000円、あとは月に500円の料金で使用可能。また、ドメイン名の取得について
、例として「shimane-art.jp」とすると、島根県放射線技師会しか出てこなくなる。ただこちらは毎年更新で年間
3800円かかる。また、モバイルインターネット接続環境としてWiMAXの契約をしたい。
小林会長：お問い合わせの事務局を事務所の住所に変更していただきたい。接続環境の問題はWiMAXにすれば解消し、
サーバーの容量不足というのはさくらインターネットと契約すれば解消するということでよろしいでしょうか。
加藤厚生部長：事務所の件は了解しました。接続環境、サーバーの容量についても問題は解消すると思われる。
森脇副会長：今後公益社団法人に移行したとしても会の透明性を確保するためにもwebサイトでの情報公開に力を入れ
ていかなければならないと考える。この加藤厚生部長の案について承認をいただきたいと思うがいかがでしょうか。
さくらインターネットとの契約、レンタルサーバープラン、ドメイン名取得については満場一致で承認された。ただ
し、WiMAXの契約については今回見送りとなった。
小林会長：法人での契約となるので、契約書等の書類をよろしくお願いいたします。
山田事業部長：他の県技師会のwebサイトを見ていて新着情報をチェックしてそこから目的のページに飛ぶことが多く
勉強会のページを直接開くことはあまりない。新着情報は掲載日順に並んでいるが開催日順に並べることは可能か。
加藤厚生部長：並べ替えることは可能だが、手間がかかる。
小林会長：求人情報は決定したものは消すとして、過去のものをいつまで掲載するか。たとえば、半年と設定すると
自動で消えるのか。
加藤厚生部長：いや、手動で消します。半年間など掲載時点で決定していれば楽なのは楽。
山田事業部長：お受けした時に、いつまで掲載しますというように受けるのも手だと思う。掲載日を入れているサイ
トもあり、掲載日を見て判断しているのかと思っている。
小林会長：求人情報については募集期間が過ぎたら消す。きちんと決定するまで、受けるときに、いつまで掲載する

第７回 理事会
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というのを口頭で相手に伝える。勉強会については、新着情報のアップ、そこからのリンク。あとは加藤厚生部長に
任せるということでいいか。
承認された。
【各部報告】なし
【その他】
本田企画部長：ソフトバレーについて、西部開催ということになったので、西部の理事の皆様、体育館、懇親会会場
、宿泊施設などエントリーをできそうなところを教えていただきたい。
山田事業部長：少年自然の家はどうでしょうか、体育館もあり、宿泊も可能、温泉もあったと思う。
小林会長：あなたのための放射線展について来年度は中部での開催となる。出雲ゆめタウンでの開催を検討していく
【次回開催】

日時：平成23年3月6日（日） 会場：大田市立病院2階第1会議室 出席者24名
内容：議案集の第1回読み合わせ

森脇副会長の閉会のあいさつをもって、平成22年度第7回理事会は閉会となった。

第７回 理事会

アンケート報告
企画部長 本 田 雅 人

会員の皆様には、会運営にご協力いただきありがとうございます。先般行いましたアンケートの報告を致します。
会員の福利厚生事業のアンケート結果
回答数：６３件
開催時期：１０月から１２月（２５件）、４月から６月（２４件）
開催形式：秋季学術大会と同時開催（２２件） 春季学術大会と同時開催（２０件）単独開催（１７件）
開催時間：半日（午後から）（２２件） 半日（午前から）（１８件）１日（１７件）
開催内容 競技大会：ソフトボール大会（８件）野球大会（５件）ゴルフ大会（４件）ボーリング大会（４件）

ソフトバレー大会（３件）
観光見学：宍道湖遊覧 堀川遊覧 石見銀山散策 島根原子力発電所

以上を踏まえ会運営に役立てたいと思います。有難うございました。

Relay Essay
島根県済生会江津総合病院 宮 井 純 平

玉造厚生年金病院の高井大輔君からRelay Essayを受け継ぎました。
島根県済生会江津総合病院の宮井純平です。
高井君は大学の時の同級生で同じ学科内で島根県出身の人は自分と高井君しかいませんでした。
現在自分は済生会江津総合病院に就職して３年目になりますが、自分が貯金をできない人間だと痛感しております
。自炊をしていないので毎月食費が大変なことになっております。大学の時は自炊をしていましたが働き始めて自
炊をしなくなり、お金がなくなりで３年目にして将来このままで大丈夫なのかとようやく考えるようになったので
年末年始に自炊のリハビリをしてみました。(夜限定)
初日
野菜とウインナーで炒め物を作ってみましたが、なんとお米が炊けていない！
完全なスイッチ入れ忘れでした。
２日目
簡単なカレーを作ってみました。カレーぐらいさすがに作れるだろうと思い挑戦しましたが特に変わったことなく
成功。
３日目
昨日作ったカレーでも食べようかと思っておりましたが、またお米が炊けていないですよ。だがそこであわてず冷
静に炊飯器のスイッチを入れるが何かがおかしい。炊飯器が壊れていました。購入から６年目(２，３年使ってな
かったんですが)にして故障してしまいました。すぐに実家に電話して弟に炊飯器持ってきてもらい問題は解決と
なりました。
４日目、５日目と続いていきますが改めて思ったことがあります。
料理下手すぎる、と。
今後たまには料理の練習をしようと新年早々に決心しました。
次回のRelay Essayは益田地域医療センター医師会病院の寺井真洋さんに繋げます。
よろしくお願いいたします。
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事業報告

「漏洩線量・散乱線」測定講習会
平成22年11月23日（火）に 島根県立中央病院の撮影室を使用して「漏洩線量・散乱線測定講習会」が開催されまし

た。当日は、祝日であったにもかかわらず、３０名の参加がありました。
講師には、出雲保健所医事・難病支援グループ山口満明 課長にお越しいただき、技師会が所有しているサーベ

メータを使用しての測定講習会を行いました。
話題となったのは、やはり「技師会で所有しているサーベイメーター でどのように測定するか？」でありました。

また、散乱線の測定方法や測定記録の記入方法なども教えていただきました。

２０１０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22年11月7日（日）に松江サティにて、2010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）が開催されました。
当日は絶好の秋晴れの行楽日和にもかかわらず２７名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。
今回は、マンモグラフィの装置の展示やリマンマ製品の展示、触診ファントムを用いての検診相談など乳がんのこ

とに中心に計画しましたが、おかげさまでマンマのブースには100名を超える方にご来場いただきました。
また、同時開催の骨密度測定の体験には133名の来場を頂き、そして、用意していた400セットの来場者用記念品も

全てお渡しする事ができ、すこしは島根県放射線技師会を宣伝できたのではないかと感じました。

島根県原子力講演会２０１０
平成22年12月19日（日）にくにびきメッセの国際会議場にて「島根県原子力講演会２０１０」（主催：島根県、松

江市、協力：(社)島根県放射線技師会）が開催されました。島根県放射線技師会としては、会場入り口にてパネル展
示を行いました。

「原子力安全の確保はどのような考えでできているのだろうか」という演題で講演があり、技師会からは吉岡隆二
（島根県立中央病院）、菊川淳子氏（松江生協病院）、中島清貴氏（松江赤十字病院）の3名がスタッフとして参加し
放射線検査についての質問や相談などの対応をしました。

どこの団体なのかと質問されることもあったので、島根県放射線技師会をもう少しＰＲできるような工夫も必要か
と思いました。
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会費納入について
島放技発22第55号
平成23年 1月25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
頌春の候、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23年度会費を下記のとおりご請求を申し上げます。

なお、平成23年度会費から収納方法並びに納入期日が別紙のとおり変更になりましたのでご案内申し上げます。
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
＜ 経 過 ＞

㈳日本放射線技師会は新年度事業を早く確立するため、平成20年度以降の会費納入方法を前納制に変更してお
ります。㈳島根県放射線技師会も同じく前納制を平成21年度から採用しているのはご承知のとおりです。

しかし、㈳日本放射線技師会に全国の会員から前納制への苦情が多いこと。また、新公益法人移行に伴い、会
費の前納制は所管官庁より内部保留とみなされるとの指摘を受けたこと。そして、中澤靖夫会長新体制に代わり、
㈳日本放射線技師会と都道府県技師会は共に歩む方向へと方針が変わったこと。

これら諸事情により、㈳日本放射線技師会から納入方法の変更のお願いがありました。
これを受け㈳島根県放射線技師会は平成22年度第7回理事会（平成23年1月22日開催）において㈳日本放射線技師
会と歩調をあわせ、前納制を取りやめ標記会費納入方法へと変更を決定いたしました。

㈳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23年4月1日～平成23年9月30日
２．会費納入額 … 24,000円（平成23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 … 本人無料、日放技負担
銀行振替 … 本人負担
口座引落 … 本人無料、日放技負担

５．請求時期 … 平成23年2月中旬発送予定

㈳島根県放射線技師会、のみに加入されている会員（会費納入期限のみ変更です）
１．会費納入期間 … 平成23年4月1日～平成23年9月30日
２．会費納入額 … 9,000円（平成23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 ・0 0 1 口座番号・（普通）2 4 7 1 9 4 7
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・0 1 3 5 0－3－9 7 9 7 8
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23年3月中旬発送予定
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JARTからのご案内

㈳日本放射線技師会への入会金ならびに再入会金の免除について
㈳日本放射線技師会では平成22年度第6回理事会（平成22年12月11日）におきまして、公益社団法人取得に向けた

定款・諸規定の改定に向けた会員管理見直しならびに入会促進の一環として、下記のとおり入会金の緩和を決定した
しました。

１．各都道府県技師会のみ所属されている会員が本会へ入会（再入会）を希望する場合は、入会金（再入会金）は免
除とする。

２．会費滞納により本会を除籍となった元会員の再入会時にかかる未納会費請求は、最高２ヵ年度分までとする。
３．上記の処置は平成22年12月11日から本会が公益認定を受けるまで、または平成23年度末（平成24年3月31日）ま

でに入会申請を受け付けた元会員までとする。

都道府県技師会と㈳日本放射線技師会は、共に協力して会員の利益に繋がる事業展開推進するために、㈳日本放射線
技師会に入会する際は、都道府県技師会入会を前提とされました。
◎再入会へのお問い合せは、島根県放射線技師会総務部へお願いします。
＜お問合せ先＞
社団法人島根県放射線技師会総務部長 佐藤知子 Mail：sart60mrchoffice@yahoo.co.jp

連絡事務局･勤務先
〒690-8506 松江市母衣町200番地 松江赤十字病院放射線科部

Tel 0852-24-2111 （PHS7176） Tel 0852-61-9550 （放射線部直通）Fax 0852-32-4155

今後の予定

61th.Informal Meeting in出雲
期 日：平成２３年４月１６日（土） １３：３０～１６：００

会 場：出雲市立総合医療センター ４階 会議室

第19回 島根県MR研究会 MRセミナー（基礎と実習）（共催：日本放射線技術学会中国・四国部会）
日 時：平成２３年２月２６日（日） １３：００～１７：００

会 場：松江赤十字病院 厚生棟会議室
本セミナーは，適切な撮像法を選択するための根拠となるツールとして，MR検査に特化した画像評価方法を習得
していただくことを目的としています．

名誉会員 須山正一 先生（享年９０歳）が平成２２年１１月２６日にご逝去されました。

ここに謹んで哀悼の意を表するとともにご冥福をお祈り申し上げます。

訃報のおしらせ

URLの変更
厚生部長（web担当） 加 藤 三 千 夫

㈳島根県放射線技師会のwebサイトは、下記URLに移動いたしました。

http://shimane-art.jp または http://www.shimane-art.jp
旧URLをお気に入りやブックマークに登録されていた方は、お手数ではございますが、変更をお願いいたします。
また、勤務先やwebサイトを運営されているお知り合いの方で、島根県放射線技師会サイトhttp://shimane-art.jp へ
のリンク（相互リンク）ができる方をご紹介下さい。よろしくお願いいたします。

登録情報
技師会登録情報の確認ついて
島根県放射線技師会に登録しておられるメールアドレスを変更された場合には、総務部までお知らせください。
また、会員の皆様に速やかに会からの情報を発信するためにメールアドレスの登録をお願いいたします。
社団法人島根県放射線技師会 総務部長 佐藤知子 E-Mail : sart60mrchoffice@yahoo.co.jp
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講習会

胃がん検診従事者講習会

主 催：島根県・(財)島根県環境保健公社 共催(社)島根県放射線技師会）

目 的：胃がん検診について、最新の知識や検診(検査)等に関する情報を提供し、医師及び検診従事者の資
質の向上を図ることを目的とする。

対 象：島根県医師会医師、診療放射線技師、検診実施主体である市町村職員(保健師、検診担当者等)
検診機関の胃がん検診従事者等

日 時：平成２３年３月１３日（日） ９：３０～１２：３０

会 場：島根県民会館（第2多目的ホール）

内 容：講演会(1) 座長 松江赤十字病院 川中 弘之 先生

「NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構基準撮影法について」

講師 日立記念病院 谷野 節男 先生

(NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構X線撮影指導講師)

講演会(2) 座長 日立記念病院 谷野 節男 先生

「NPO法人日本消化器がん検診学会胃がん検診専門技師認定試験について」

講師 倉敷成人病センター 藤 照正 先生

(NPO法人日本消化器がん検診精度管理評価機構中国・四国代表幹事)

講演会(3) 座長 財団法人島根県環境保健公社 相談役 佐々木 宏之 先生

「胃がん検診の現状と展望(仮)」

講師 香川県立がん検診センター 内科部長 安田 貢 先生

申し込み方法：下記参加申込書により平成23年2月25日(金)までにFAXにて申込みをお願いいたします。

胃がん検診従事者講習会参加申込書(島根県放射線技師会用)

日 時 平成23年3月13日(日)9:45～ 12:30

会 場 島根県民会館(第2多目的ホール) 松江市殿町158番地 TEL 0852-22-5506

送信先 財団法人 島根県環境保健公社

健診管理課 業務管理係 三明 宛 (FAX 0852-55-4528)

平成23年2月25日(金)までにFAXにて申込みをお願いいたします。

事業所・団体名

所在地

連絡先

電 話

F A X

担当者

所 属 名 氏 名
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