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平成 22 年 10 月 24 日（日） 10:00～15:00 

島根大学医学部 看護学科棟 1 階 講義室（出雲市塩冶町 89-1） 
 

開会の辞   ㈳島根県放射線技師会 学術部長  原    真  司 

開会の挨拶  ㈳島根県放射線技師会 会 長   小 林 一  郎 
  

■講演    座長  原  真 司（島根大学医学部附属病院） 

10:05～10:35 『グローバルに活躍する技師を目指して』 
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 
ヘルスケア統括本部 TiPアプリケーション部 核医学＆PET-CT担当  

診療放射線技師  高 田 麻 美 先生 

10:40～11:40 『EANM（ヨーロッパ核医学会議）2009に参加して』 
島根県済生会江津総合病院  津 枝 寿 雄 

11:45～12:15 『ITスキルアップセミナー』＜トピックス＞ 
島根大学医学部放射線医学講座  内 田 幸 司 

  
12:15～13:00 休憩 

 

13:00～15:00 Radtec Forum 共催：協賛エーザイ株式会社 

■特別講演  座長  山 下  猛（島根県立中央病院） 

 
13:00～13:15 ≪造影剤情報≫ エーザイ株式会社 

13:15～15:00 『心臓MRIの現状と将来 ～日米の臨床と研究から～ 』 
ブレスティアたまプラーザ   診療放射線技師  松 浦 由 佳 先生 

今回の特別講演は平成21年8月よりスタンフォード大学へ短期留学された松浦由佳先生 
をお招きしました。内容はスタンフォード大学での研究内容、米国と日本での臨床経験か 
らの心臓MRI の具体例（症例）の紹介、日本における心臓MRIの現状、スタンフォード 
大学での研究に絡めた乳腺分野のお話を予定されています。 

 

閉会の挨拶   ㈳島根県放射線技師会 副会長   岩 﨑 一 人 

日時 

会場 

 
 

平成22年度 ㈳島根県放射線技師会秋季学術大会のご案内

秋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方は、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。

－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

東門からお入り下さい

テニスコートのとなり
が看護学科棟です

看護学科棟

正門 東門
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あなたのための放射線展 ピンクリボンフェスタ開催について

ボランティアの募集

いっしょに放射線展の仕事をして頂ける方を募集いたします。ご希望の方は１０月２９日（金）までに総務部宛へMailでお

知らせ下さい。応募後、仕事の内容等、ご相談をさせていただきます。

－総務部およびお問合せ先－

〒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

あなたの
ための

放射線展
ピンクリボンフェスタ

2010 レントゲン週間

2010.11.7

松江サティ

10:00～18:00
（日）

1F催し会場

■主催／ 社団法人島根県放射線技師会

■後援／ 島根県

■協力／ 富士フイルムメディカル株式会社

東芝メディカルシステムズ株式会社

株式会社ワコールリマンマ

■ロゴ／ NPO法人 J.POSH
■お問合せ／ ㈳島根県放射線技師会事務所

〒690-0046 松江市乃木福富町733-43
TEL0852-32-2588 FAX0852-32-0513

パネル展示

マンモグラフィ

検診ビデオ上映

検診相談

装置の展示

骨密度測定の体験（無料）
11:00～17:00

放射線検査相談

リマンマ製品の展示等

来場者に粗品進呈
数に限りがあります。ご容赦下さい。

●

●

●

●

●日時

会場

●

入場
無料
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第57回 社団法人島根県放射線技師会定期総会報告

1.議事の経過及び結果
岩﨑一人副会長の司会進行により開会に先立ち故井上幹雄氏の冥福を祈り１分間の黙祷、その後開会の辞、会長挨

拶、次いで加藤秀之、山田和幸、原真司、森田敦博の各氏に対し、永年勤続表彰が行われた。
会に先立ち森山信次総会議事運営委員より、本会の定数が平成22年4月25日現在の会員数245名であり、本日の出席

者53名、委任状提出者123名、うち有効な委任状提出者87名であり、併せて140名を確認、定数の二分の一を満たし本
総会が成立した旨の報告が行われた。その後議長の選出に移り、立候補者がいなかったため、議事運営委員の推薦に
より、松田一孔（浜田医療センター）、静間有二（浜田医療センター）が選出され承認された。引き続き議長により
議事録署名人の選出が行われた。立候補者がいなかったため、議長の推薦により、松井賢（島根県立中央病院）、秋
田大輔（松江赤十字病院）が選出され承認された。続いて議長により書記に川副敏晴（松江赤十字病院）、矢田俊介
（島根県立中央病院）を、採決係に青木早和（益田地域医療センター医師会病院）、宮井純平（島根県済生会江津総
合病院）を指名し、議事に入った。

1.議事
議長が、平成21年度事業経過報告、決算報告、監査報告[ 第一号議案、第二号議案、第三号議案 ]について、執行

部に一括報告を求めた。
一般経過報告を小林一郎会長が行った。事前配布された議案集の中から抜粋して、平成21年度は学術的にはほぼ遂

行できた事、「CSFRT 2009 in 島根」が成功裏に終えることが出来た事、島根県の事業に参加・協力することが出来
た事、三月末に島根県との協力関係の構築増強を目指すために公共事業の依頼文書を三課に提出した事、岩﨑副会長
・森脇副会長を中心に進めてきた「新公益法人」移行について、今後は全面的に行政書士、税理士に指導を仰いで申
請の準備を進めていく事などを報告した。
事業報告の前に中島清貴総務副部長より、議案集の平成21年度各表彰受賞者のところに、厚生労働大臣表彰を受賞さ
れた梶谷宗三様の掲載がされてなかったとの訂正・お詫びがあった。
次に各部及び委員会活動報告を各部長（佐藤知子総務部長（代理として中島清貴総務副部長）、池田秀樹財務部長、
吉岡隆二広報部長、山田和幸事業部長、本田雅人企画部長（代理として中島清貴総務副部長）、加藤三千夫厚生部長
、大岡敏彦組織部長、原真司学術部長）が議案集に基づいて行った。

総務部から、日本放射線技師会及び島根放射線技師会の会員情報の管理、データベースの整理に力を注いだが、未
だ正確に把握できていないのが現状であるとの報告があった。財務部から、会費の適正な使用と財政の安定に努めた
、総務部との連携によりPCで会費納入処理を行ったと報告があった。広報部から、雑誌「放射線島根No.88」を発行し
、会報No.255～257を発行したと報告があった。事業部から、特にCSFRT 2009 in 島根の開催に協力したと報告があっ
た。企画部から、総務部、事業部、学術部と協力して、放射線展用パネルの利用を推進したことと、「島根県原子力
講演会2009」に協力したと報告があった。厚生部から、ホームページ管理運営を行ったこと、表彰委員会に各表彰対
象者の審議委託をし、その答申に基づき各関係手続きを行ったことの報告があった。組織部から、総務部と協力し館
員の動向把握に努め、会員名簿の整理を行ったと報告があった。また、会員の内訳に関して、平成22年3月31日時点で
、名誉会員3名、正会員245名、賛助会員25社であり、平成22年4月1日以降の新入会が6名あったと報告があった。表彰
委員会から、会長からの審議依頼に基づき対象者の選考を速やかに行ったと報告があった。放射線管理委員会から、
医院等へのエックス線撮影技術指導や線量測定依頼等に対応したと報告があった。教育委員会から、生涯学習を目的
とするイベントの申請と管理や、秋季学術大会において生涯学習事業の説明及びベーシックカード・技師格カードの
取得、推進を行ったと報告があった。

決算報告を池田秀樹財務部長が行った。
監査報告を礒田康範監事が行った。補足として、今年度から会費が値上げされたが、会員に対するメリット（福利

厚生など）を考えていただきたいとの意見が理事会に対してあった。また、議案集[ 第三号議案 ]の「3.監査対象」
の（2）について、「基金会計」ではなく「積立基金」に訂正するよう発言があった。

議長は、一括して質疑、意見を求めた。特に質疑等は無く、採決をする旨を宣言し、挙手による採決を行った。そ
の結果、すべての報告について賛成多数で承認された。

議長が、平成22年度事業計画案、予算案[ 第四号議案、第五号議案 ]について、執行部に一括提案を求めた。
最初に小林会長が所信として、「島根県放射線技師会は放射線専門団体として県民医療への貢献と社会的信頼は必

要であると考える。公益社団法人格取得に向けて全面的に行政書士、税理士に指導を仰いで申請の準備を進め、そし
て各部の協力を基に6項目の公益事業の企画・展開と会員間の親睦強化に努めたい。また、公益社団法人に移るために
は相当な資金が必要であり、21年度は繰越金を例年以上に算出していただいた。しかし、学業一本に固執されること
なく、会員に対して親睦事業なども行うために、毎年徴収される9000円の会費の有効利用について今後さらに考えて
いきたい。」との方針が示された。次に各部及び委員会事業計画を中島総務副部長が一括して述べた。今年度は6項目
の公益事業を掲げて、各部の協力を基に例年行われている事業と共に進めていきたい。特に今年度はピンクリボン事
業に力を入れていきたい。また、会員間の親睦が深まるような事業も検討していく。
会員情報については、電子メールによる情報提供とデータベースの管理に重点を置き、会員情報の把握に努めていき
たい。公益社団法人への移行に向けて活動を続けていくうえで、会員の皆様の協力は必要不可欠であるとの発言があ
った。

第５７回 定期総会
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第五号議案は、池田秀樹財務部長が議案集に基づいて行った。
議長は、一括して質疑、意見を求めた。特に質疑等は無く、採決をする旨を宣言し、挙手による採決を行った。そ

の結果、賛成多数で承認された。
議長は、執行部に報告事項があれば報告するよう求めた。
放射線管理委員会から、昨年度測定器を購入したのでどんどん使用していただきたいと発言があった。
議長は、全ての案件について追加質問、その他の発言を許可したが、なかったので議事の終了を宣言した。
森脇副会長の司会進行により、新人、転入会員の自己紹介が行われた。
岩﨑副会長による閉会の辞を持って全ての予定を終了した。

第５７回 定期総会

第２回 常務理事会
平成21年度 第2回常務理事会報告

【日時】平成22年3月14日（日）15:00～16:00
【会場】松江市総合文化センター 会議室
【出席者】常務理事：小林一郎 岩﨑一人 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
理事 ：原元益夫 杉原加誉子 勝田和弘 遠藤崇

司会進行：佐藤総務部長

【会長挨拶】
小林会長：本日の春季学術大会において、プログラムの配信が遅くなり、役員の皆様、会員の皆様にご迷惑をおかけ
しましたことをお詫び申し上げます。今回の春季学術大会は、会員の参加も多く、活発な議論もあり学術大会の名に
ふさわしい大会だったことを喜ばしく思います。
これをもちまして、平成21年度の主要な事業はすべて完了いたしましたので、次は総会に向けて走って行きたいと思
います。
佐藤総務部長：それでは議事の方に移りたいと思います。
【報告1】表彰について
小林会長：日本放射線技師会勤続30年表彰の決定についてです。
当会から坂本晴夫氏（松江赤十字病院）、安部英志氏（島根県立中央病院）、玉木忠夫氏（出雲市立総合医療センタ
ー）の3氏を推薦しておりましたが、JARTから日放技発第45号（平成22年3月4日付）の通達をもって3氏の表彰が決定
したとの通知がありましたので、総務部のほうから各氏に連絡を致します。
厚生労働大臣表彰（平成21年度公衆衛生事業功労者）につきまして、梶谷宗三氏を推薦しておりましたが、表彰する
という通知がありまして、平成22年3月2日に東京都港区のアジュール竹芝で行われた式典に梶谷氏が出席され受賞さ
れました。受賞当日、私の方に連絡があり、会の皆様に厚く御礼申し上げますとの、お礼の言葉を頂きましたことを
報告いたします。
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【報告2】賛助会員辞退について
小林会長：賛助会員の辞退の申し入れが2件ありました。
①田辺製薬株式会社 米子営業所（賛助会費未納平成20年度、21年度）から造影剤関係の事業減少したため、平成20
年度に遡って辞退したいと申し入れがありました。
②堀井薬品株式会社 広島営業所（賛助会費未納平成21年度）から会社の都合で平成21年3月31日をもって辞退したい
と申し入れがありました。詳しくは聞きませんでしたが、造影剤の使用率がかなり下がってきたことが要因と考えら
れます。
【報告3】島根県放射線技師会学術大会（春季・秋季）の登録について
小林会長：これは金山様（島根大学付属病院）から、島根県放射線技師会学術大会（春季・秋季）を日本救急撮影技
師認定機構が認定する団体の研修会に登録して欲しいとの要望がありました。日本救急撮影技師認定機構は平成22年2
月19日に設立され、1年後に第1回目の認定試験を予定し日本救急撮影技師認定機構の地区担当者が活動を開始しまし
た。認定制度の受験、更新には本機構が認定した団体の講習会、研究会に参加しポイントの加算が必要とのことです
。認定制度については今後あらゆるモダリティで確立されていくと思われます。我々、島根県放射線技師会が会員相
互の活動拠点となり、会員のために、地域性や経済性を考慮していくことは必然でありますので、研修会としての登
録申請を了承をしております。金山様から、ありがとうございます、早速申請の手続きに移りたいと思いますとの連
絡がありました。
【報告4】創立記念式典出席
小林会長：平成22年2月27日に愛媛県松山市のリジェール松山にて、愛媛県放射線技師会創立55周年記念式典が行われ
、私の代理として、岩﨑副会長に出席していただきました。出席の礼状が愛媛県放射線技師会より届きました。
【報告5】公益社団法人認定の現状
小林会長：平成22年2月24日付で広島県放射線技師会を公益社団法人への移行を認めるという通知が第三者委員会から
広島県知事に通知がありました。中四国では一番目、全国でも珍しくJARTより早く移行を完了しました。今後は、広
島県放射線技師会を手本に定款などを作成していきたいと思います。
【議事1】公益事業展開について
小林会長：岩﨑副会長、吉岡広報部長の力添えで、島根県との協力関係の構築を増強するため、話を進めていただい
ておりました。それに伴い公益事業の依頼文書を提出をして欲しいと、岩﨑副会長の方から依頼がありました。
①健康福祉部医療対策課②健康福祉部健康推進課③総務部消防防災課原子力安全対策室の３課にたいして、依頼を行
いました。今後、上記の３課から、当会に協力依頼のご返事がいただけると思います。

理事の皆様の合意のもと、このような方向で進めていきたいと思いますがよろしいでしょうか。（全員了承） で
は、了承されましたので発送いたします。
【議事2】学術大会協賛の依頼について
小林会長：平成22年6月26日、27日に松江市のテルサホール１Fにおいて、日本核医学技術学会第22回中四国地方会が
、磯田康範大会長、大岡敏彦実行委員長のリーダーシップのもと行われます。会のほうから後援、協賛の依頼があり
ました。当会としては、会員相互の活動拠点と考えておりますので、後援、協賛をしていきたいと思うのですが、後
援はポスター作成の時期に入っておりましたので了承しましたが、協賛は以前2月に消化器の学会の方で出しておりま
すので、それと同等の協賛金を出してこの学会の成功を祈るということでよろしいでしょうか。（全員了承） では
、前例に従いまして5万円ということでよろしくお願いいたします。
池田財務部長、この決済につきましては今年度、来年度どちらがよろしいでしょうか。
池田財務部長：大会の開催も来年度ということなので、来年度の予算の中に5万円入れさせていただきます。
小林会長：わかりました。大岡さん、4月以降の入金になってもよろしいでしょうか。（大岡さん了承）では、来年度
の予算に上げて、協賛金の支払いをしたいと思います。
【議事3】社団法人島根県放射線技師会永年勤続表彰者の推薦について
小林会長：県技師会の20年勤続表彰者を、厚生部、総務部と協議して確定したいと思いますので、加藤厚生部長、佐
藤総務部長よろしくお願いいたします。
【議事4】平成22年度第57回定期総会関連について

小林会長：来年度の定期総会についてです。
１．議案集作成についてですが、まだ各部の方から頂いておりませんので作成できておりません。大変お忙しいとは
思いますが、4月3日の新年度第1回理事会では議案集の確認をしていただき了承をしていただかないと、議案集の発送
ができませんので、各部長速やかに議案集の内容を佐藤総務部長に送っていただきますようお願いいたします。4月3
日の理事会で読みあわせとなると、少々遅いですので、でき次第メールにて配送いたしますので、誤字脱字、表現、
日にちなどの間違いを赤字で訂正していただいてご返信ください。4月3日には、訂正いただいた箇所を直したものを
出していきたいと思っております。吉岡広報部長、表紙にはこの間の集合写真を使いたいのですが、よろしいですね
。（吉岡広報部長、この間の集合写真は放射線島根の表紙にしたいと思っております。）わかりました。では表紙の
写真は変更いたします。
２．進行（案）は総務にて作成いたします。
３．総会準備役員への連絡
今回の総会は、浜田医療センターにて行います。遠藤さんお世話になりました、当日もよろしくお願いいたします。

第２回 常務理事会
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そこで、西部地区での開催になりますので、西部地区の役員の皆様、議長、副議長の選出を森脇さん、山田さん、遠
藤さんで協議していただき選出してください。議長が確定しましたら、総務部へ連絡をお願いいたします。
採決係などは、当日参加していただいた方から選出します。議事録署名人、書記などは総務部で決定いたしますので
、よろしくお願いいたします。
議事運営委員長の都合の確認は総務部でおこないます。佐藤総務部長、よろしくお願いします。
看板（壇上横看板、会場前、玄関前）については、壇上横看板は昨年使用したものがあります。印刷壇上机掛札の印
刷、表彰関係の盆や印鑑、賞状、記念品などは総務の方が持っていきます。
４．今後の予定について
①社団法人島根県放射線技師会監査
平成22年4月3日13:00から、島根県立中央病院 放射線技術科職員控室にて行われます。監事、会長、副会長、総務部
長、財務部長の出席を予定しております。
②平成22年度第1回理事会
監査終了後の14:30から同じく島根県立中央病院 放射線技術科職員控室にて開催します。内容については、財務報告
、議案集の最終確認と第57回定期総会の準備についてです。
③発送
第1回理事会終了後、印刷をかけますので早ければ4月5日の週に発送したいと思っています。このときには、議案集と
はがきの委任状をつけて、できれば会費の未納者に通知を付けて発送したいと思っています。
④平成22年度第57回定期総会・講演会
平成22年4月25日（日）に、講演会（11:00～）、総会（13:00～）から浜田医療センターにおいて開催したいと思いま
す。原学術部長、講演会の方はもう決定していますか。（原学術部長、まだですが、あてはあります。）それでは、
決定次第総務部のほうへ連絡をお願いいたします。講演会の内容、弁当については、私の方もあてをあたってみます
ので、原さんの方も調整してみてください。もし、両方了解してくれたら、富士のほうでよろしいでしょうか。（全
員了承）遠藤さん、講堂で飲食は可能ですか。（遠藤さん、原則飲食不可ですが聞いてみます。）
【議事5】公益事業展開と予算化について
小林会長：最後の議事になりますが、公益事業の展開と予算化ということで、皆様の意見をお聞きしたいと思います
。広島県放射線技師会も公益社団法人へのいこうが認定されましたし、公益社団法人を名乗るからには公益活動をき
ちんと予算化し行っていかなければなりません。また、税機関との話し合いを進めていく上で、県技師会としてこの
事業を行うということをはっきりさせておかないと、弱いといわれましたので、意見を聞かせてください。資料にあ
ります8項目は以前、皆様に上げていただいたものです。8項目全て行うことは難しいと思いますので、来年度、行う
事業をピックアップしていき、それをもとに池田財務部長に予算化していただきたいと思います。平成22年度総会の
議案集の掲載方法も変更し、県技師会としてはこの事業を行うということを示してから、各部の事業展開を掲載した
いと思っております。
①レントゲン週間事業の確立
各県レントゲン週間事業をしておりますので、11月の辺りで行いたいと思います。あなたのための放射線展を行い、
パネルを活用する。
②ピンクリボン事業に共催
これは、松江赤十字病院の医療社会事業部がピンクリボン活動を毎年やっておりますので、これに共催という形で参
加していきたいと思っております。これは、私と佐藤が担当して話を進めていきます。
③春季・秋季学術大会の公開講演
公開講演を行っていくということを前提として進めていきたい。内容の方はまた相談したい。
④放射線島根寄贈（発行部数の検討）
以前から言っているが、様々なところで読んでいただくために寄贈していくことも大切な事業なので、もう少し発行
部数を増やしたい。今400部くらい発行しているので、100部増やして500部とか。例えば100部増やしても費用は大し
て変わらないということなので、部数を検討していきたい。
⑤島根県及び自治体との共催事業を増やすための検討
今日、了承いただきましたので県へ公益事業の依頼書を送付します。その活動と色々な事業との共催活動。例えば、
山田さんのところでやっておられる医師会祭りなどへの共催など。
⑥検診（特に消化管や乳房）啓発活動の企画
誰が書かれたか覚えていないのですが、手っ取り早いのは乳房関係だと思います。鳥取県のイベントに参加しました
が、乳房のしこりモデルなどがあり、実際に触ってしこりを知ってもらうようなイベントは、結構人気が高かったの
を覚えています。消化管だと写真だけですかね。写真だけだと、ややインパクトに欠けますよね。参加型のイベント
が人気でした。
山田事業部長：単独で企画運営を行うのは大変なので、レントゲン週間やそれこれをピンクリボン事業の時に同時に
やるといいのでは。
岩﨑副会長：去年、乳房検診で、健康推進課の主催でウェルネスが従業員の乳癌検診を行っている。今年もやると思
うので、確認してみる。

第２回 常務理事会
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⑦他団体の企画への協力が必要
小林会長：この他団体というのは、医師会、看護協会、検査技師会などと協力していくということでよろしいでしょ
うか。
山田事業部長：ピンクリボン活動や医師会病院祭などに、共催という形で名前を出させてもらって、公益事業を増や
していけると思う。
⑧県民医療のさらなる増進の為に、医療技術向上を目的とした学術活動も技術学会と協力が必要
（町や施設のイベントにパネル展示をお願いし、会員を数名参加させる）
小林会長：これも前項目と一緒ということでよろしいですね。
小林会長：最後になりましたが、これは杉原さんとも何度かお話をさせていただいていたのですが、マンモ関係で、
中村ブレイスのように成形下着まではいかなくてもワコールなども補正下着を作っているし、ネイルサロンのような
化粧品会社などは会社自体がピンクリボン活動に協賛していて、売り上げの％を寄付してたりしているようです。
できましたらレントゲン週間を秋季学術大会と一緒にできないでしょうか。ピンクリボン事業に共催するのは、松江
赤十字病院の活動に共催という形をとらせてもらいます。一番大きなイベントとして、レントゲン週間や秋季学術大
会と重ねて開催できないものでしょうか。
山田事業部長：次の秋季学術大会はどこだったでしょうか。
小林会長：総会が西部なので、順番では秋季学術大会は中部なので出雲になります。もし、イベントと同時開催をす
るなら、収容のことも考えて場所の確保もしていかなければならないが、岩﨑副会長どうでしょうか。
岩﨑副会長：これは、どのくらいの人数の規模を考えているのでしょうか。例えば会場の様子とか。
小林会長：現段階で考えているのは、パネルを使った放射線展と、化粧品会社からの協賛を受けたりと、構想として
は以前大田でやった乳房展の規模くらいを考えている。施設や、市民の皆様にも来ていただきたいので、集客などを
考えると、中部、東部での開催がいいのではないかと思う。会場がないようなら松江開催も考えるが、ただ、展示だ
けというわけにはいかないので講演などのことを考えると、出雲空港があり遠方から来られる分にも間違いないと思
う。
山田事業部長：これでいくのならテーマをどこに持っていくのか。企画を少し考えた方がいいと思う。秋季学術大会
と併せてということは、公開講演という形にするのか、それともパネル展示を会場のひとつに置かせてもらい学術大
会を公開とする形にするのか、いろいろな形態を考えられると思うのですが。例えば他の技師会のように、レントゲ
ン週間事業ということで、参加してくれる会員のボランティアを募ってデパートの一角でパネル展だけをするのであ
れば、技師会全体が動かなくても開催できるではないかと考える。公開講演とするなら、講師を誰にして、メインテ
ーマをどうするのかがあると思うが、来てもらう客層を考えて、どの層をターゲットにするのかで開催地を考えたり
どういった施設を借り受けるかを考えないといけないと思うのですが、その辺りはどうでしょうか。

先日、松江のケーブルテレビを見ていたら日赤の村田先生が生涯教育講座をやっておられて、市民相手なので同じ
ことをお願いして、医師の立場、技師の立場ということでお話をしていただくと企画としてはひとつ立ち上がるのか
なと思ったり、そうなれば松江でテルサとかメッセがいいのかなと思いました。ケーブルテレビでやってることなの
で受けはいいと思うのですが。もちろん、これは一案でこれに固執することもないのですが。

乳房に限らず、消化器でやるのならまた、違ってくると思いますし、市立病院さんの院長先生もいろいろされてい
ますので、ご意見を聞かせていただけませんか。
大岡組織部長：年に1回、場所を決めて公開講座を行っています。
岩﨑副会長：ガンの関係で市民公開講座をたくさんやらないと報奨金がもらえないということもあり、たくさんやっ
てますがなかなか人が集まらない。大学や県立中央病院、いたるところでやっているので「またやってるわ」くらい
の反応しかない。それも放射線関係となると、やり方を考えないと人が集まらないと思う。
小林会長：最近はどこの県もマンモ関係でよくやるけど、私はワコールや資生堂なども共催に入ってもらいたいこと
。見る人にもプラスになり、営業側にもプラスになるよう、商品などを持ち込んでいただいて、実際に見たり触って
もらったりしてもらうこと。この2点をやってみたい。
杉原：ワコールさんは、商品を置くだけでもいいし、お話しさせていただいてもいいし、全国どこでも無料で来てく
れます。乳癌になった方対象の商品や、お話しも可能です。中国地方ではやっていなくて、一番近くても京都でしか
やってないので、そういった商品を欲しくても京都まで行かないと見れない。
小林会長：パネル展をして、それだけだと人が集まらないと思う。マンモ関係だと女性を集めないといけないので対
策を打っていかないと思う。
山田事業部長：大田市立病院の浜潟技師長が事業部長をされていたころ、出雲の中央郵便局を1週間お借りしてパネル
展示を行ったとき、意見箱を置いておいて、住所とかが書いてあるものについては、事業部長が責任を持って回答を
書くということをやったことがある。郵便局など公の施設の目に付くところでパネル展示という事業をやるというや
り方もあると思います。確かあの当時は浜潟技師長と郵便局長が好意にしているということもあり、やりやすかった
ということもあります。
小林会長：秋季・春季学術大会は単独開催でよろしいでしょうか。やり方は従来通りで、もちろん公開講演は行いま
すが、春季は会員の研究発表メインで秋季は講演をメインでよろしいでしょうか。
そして、レントゲン週間の辺りで、杉原さんの案である、下着メーカーとのタイアップでマンモ関係の催しをする。
下着メーカーとのタイアップとなると個室が必要となってくるだろうし、デパートをお借りしてパネル展というわけ
にはいかないかもしれません。

第２回 常務理事会
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杉原さん：一畑なら可能かもしれません。ワコールの下着コーナーを借りたり、ホールの方でコーナーを設けてもら
ったりして、近くでパネル展示を行えばできるのでは。
小林会長：では杉原さんの案で、デパートや、マーケットを借り、そういうコーナーを設けつつ、パネル展にて説明
をしていくということでよろしいでしょうか。では、この案については各々検討してください。こちらも早急に動き
ます。そして、今年はレントゲン週間事業の確立をテーマに行っていきます。
小林会長：その他、各部の連絡事項はございませんか。
池田財務部長：財務からですが、今年度の会費未納者が大変多いです。リストを回しますので、自施設の方や、声を
かけられる方がおられましたらよろしくお願いいたします。
小林会長：益田赤十字病院のNさん、三万九千円（6年分）ですが、却下してください。電話しても駄目、払う気があ
りませんので除籍します。それに新公益法人に移行すれば、3年未払いで除籍という形になりますので、Nさんについ
ては除籍します。
池田財務部長：決算をしていますが、各部で諸経費などがありましたら、早急にご連絡ください。
小林会長：各部の皆様よろしくお願いいたします。それと、来年度の予算のことでご質問、要望などありませんか。
小林会長：最後になりましたが、松江赤十字病院の電話番号、FAX番号が変わりましたので、ご確認をお願いいたしま
す。他にはありませんか。
岩﨑副会長：秋季学術大会の日程はまだ決まってませんか。
小林会長：まだ決まっていませんが、決めてしまいましょうか。10月の2週目くらいにフォーラムがあります、レント
ゲン週間も11月の第1週に入ってくると思いますので、また、みなさん大きな行事などがないか確認していただいてメ
ールで連絡してください。
佐藤総務部長：島根大学の櫻井さんですが、退職されたということで、JARTが申請中のままなんですが、除名という
か、申請取り下げという形でよろしいでしょうか。（了承）では、取り下げしておきます。
小林会長：記念病院の乙部さんですが、病院を退職されました。今年度は入金も済まされており入会されていますが
、今年度をもって退会ということを杉原さんお伝えください。（杉原さん了解）
佐藤総務部長：他になにかありませんか。ないようでしたらこれで第２回常務理事会を終わらせていただきます。お
疲れ様でした。

第２回 常務理事会

第１回 理事会
平成22年度 第1回理事会報告

【日 時】 平成22年4月3日㈯ 14:30～16:30
【会 場】 島根県立中央病院 放射線技術科職員控室
【構 成】 30名（監事2、理事18、名誉3、相談役2、議長2、議運3）

名誉会員 須山正一 岩田邦夫 板橋 保
相談役 大屋俊男 小松明夫
監 事 野口悦現 磯田康範
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

議 長 松田一孔 静間有二 総会議事運営委員会 野田剛志 田部裕子
出席者：小林、岩崎、森脇、佐藤、池田、大岡、原、吉岡、山田、加藤、本田、杉原、勝田、遠藤、中島

野口、磯田、田部
委任状：左田野、静間

議事に先立ち、構成員の2分の1以上の出席もしくは委任数から理事会が成立することを確認された。議長として森脇
郁生氏が選出された。議事録署名人に杉原加誉子氏、中島清貴氏が、書記に佐藤知子が選任された。

会長挨拶：後で報告があるが本日１３時から、平成２１年度の監査をしていただいた。その後、総会に向けての理事
会を開きたいと思う。最初に各部長から原稿等が全部集まらなかった関係上、出来るものから送りたいという気持ち
ではあったが、夕べ私と総務で最終調整をしてようやく形が出来た。送れなかったことお詫びする。続いて新しい事
業形態のことも考えてみたので総会に向けて理事での同意をいただいてから総会を迎えたいと思うのでよろしくお願
いする。
【議事１】監査報告
野口：１３時から監査をおこない、きちんと運営されているのを確認した。
【議事２】財務報告
池田：決算報告をさせていただく。別紙の平成２１年度 収支計算書だがこれが今までの決算書である。
今回新しい状況になって初めての計算書で少し見にくいかと思うが読み上げて報告とさせていただく。
森脇：平成２１年度 収支計算書についてご意見いただきたい。
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小林：顧問税理士については総会でみなさんの承認を受けて顧問料をはらうことになったが、実際、顧問料は税理士
の方に具体的な話をまだしていないため、税理士の方から今年度はいらないと言われた。繰越金50万近くあるが公益
社団を目指しているので税理士に払うお金がいる。
磯田：積立金について、一般会計の中に積立金の項目があるが、普通は一般会計から離してあると思う立金の運用規
定がこれから必要になってくるのではないか。次年度に会則の中に盛り込んでいかなければいけないと思うが。もう
ひとつは、事務所取得積立金が今年度から３０００円アップでやっているがどこまでを収益（最終限度額）としてや
っていくのか会員の皆様に提示した方がいいのではないか。
小林：最初のご意見については去年の６月に公益社団法人の窓口相談会に出席したときに島根県の総務担当者と公益
社団法人の担当者の方と我々３名で出席したときに今までは一般会計と基金会計と別に提示していた。県から基金会
計というのは公益社団取得のためには一般会計に組み入れてくださいと指導があった。もうひとつは事務所取得金の
計算書を総会で出したときに、２５０万を一応の目標上限としてお見せしているのでそれでよろしいか。池田さんの
説明で前年度の総会で決まったときの事務所取得金を１年間５０から６０万で4～５年の積み立てで２５０万円をもっ
て事務所取得金とする。維持費についてはどこまで見ているかという意見もあったがそれについても説明はさせてい
ただいたので総会では言わなくていいか？
磯田：了承
【議事３】平成22年度第57回定期総会関連
１．総会準備役員への連絡…総務部
議長2名（議長・副議長選出を西部地区でお願いします）
議事運営委員長確認（都合の確認）
議事録署名人2名、書記2名、採決係2名
看板（壇上横看板、会場前、玄関前）檀上横看板は昨年使用したものがあります。
印刷壇上机掛札印刷（名誉会員、議長、執行部）
表彰（盆、印鑑、賞状、記念品、案内）
２．今後の予定
①㈳島根県放射線技師会監査
日 時 平成22年4月3日㈯ 13:00～
会 場 島根県立中央病院 放射線技術科職員控室
出席者 監事、会長、副会長、総務部長、財務部長
②平成22年度第1回理事会
日 時 平成22年4月3日㈯ 14:30～
会 場 島根県立中央病院 放射線技術科職員控室
内 容 財務報告
議案集最終確認
第57回定期総会準備について
出席者 名誉会員、相談役、監事、理事、総会議事運営委員、議長、副議長
③発送
期 日 平成22年4月5日～9日
⑴第57回定期総会議案集
⑵はがきの委任状
④平成22年度第57回定期総会・講演会
日 時 平成22年4月25日㈰ 講演会11:00～、総会13:00～
会 場 浜田医療センター
講 演 （仮）DRの本質・FUJIFILMのFPD技術の紹介
富士フイルムメディカル株式会社 講師名未定
小林：今後の予定として来週には議案集と委任状の発送をしたい。総会の前の講演会で富士フイルムメディカル株式
会社の了承は得た。総会の１週間前に出雲でインフォーマル・ミーテイングが開催されるが
富士の方でPACSの話があるので難色を示されたが、フラットパネルの最新型の話をされるということで講師派遣と講
演と弁当の了承を得た。
その後、定期総会の準備と議案集の内容説明と訂正箇所を話し合った。
森脇：各部報告、その他の報告はないか？
小林：4/17 会長会議が予定されている。医学物理士の件、JART執行部の件など話し合いが予定されている。追って
、報告する。
特定看護師の件だが、日放技はきちんとみているか問題視されている。理事の皆さんも注視していただきたい。
【次回理事会開催】
平成22年度 第2回理事会
日時 平成22年4月25日㈰ 15:30～16:30
会場 浜田医療センター

第１回 理事会
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平成22年度 第2回理事会報告

【日時】 平成22年4月25日（日）14:20～15:20
【会場】 国立病院機構 浜田医療センター 第1会議室

浜田市浅井町777番12
【出席者】監事 野口悦現

理事 小林一郎、岩﨑一人、森脇郁生、池田秀樹、吉岡隆二、原真司、山田和幸、大岡敏彦、加藤三千夫
遠藤崇、勝田和弘、左田野恵三、杉原加誉子、中島清貴、原元益夫、増野利政

【委任状】理事 佐藤知子、本田雅人

出席、委任数から理事会が成立することを確認された。議事に先立ち、議長として森脇郁生氏が選出された。議事
録署名人に杉原加誉子氏、加藤三千夫氏が、書記に中島清貴氏が選任された。

【会長挨拶】
まず学術講演会、第57回定期総会が理事の協力の下、無事に終えることができたことへのお礼、会場準備など尽力さ
れた浜田医療センターの遠藤氏へのお礼を述べた。
平成22年度事業計画案として、公益事業6項目を掲げていること。また監事からも意見の出た、会員間の親睦事業と昨
年度以上に忙しい年度になる可能性がある。ただ、我々の本職は診療放射線技師であり、病院での勤務が中心である
ので、20人の理事が協力して会務を執行していかなければならないことを述べ挨拶とされた。
議事に先立ち、議案集の訂正として、【議題2】1、2の後に3として、「会員間の親睦事業の検討」が追記された。
【議題1】異動にともなう平成22年度体制の確認
小林会長：今年度は理事、監事の変更はないが、異動などに伴い部員の変更の可能性があるので、各部長に部員の状
況確認を頼んだ。また部員に欠がでるようなら、速やかに総務部へ連絡するよう伝えた。
【議題2】平成22年度事業計画の具体化について
小林会長：今年度は公益事業として６項目、公益社団法人への移行準備、会員間の親睦。事業の３本柱で展開してい
く方針を述べた。特に公益社団法人移行を視野に入れ、継続事業についても公益性を高めるため、一般の方の参加を
促すための会場選びや、ホームページへの掲載などを検討していくこと、印刷物などの刊行事業は、島根県放射線技
師会の知名度向上、活動内容の周知を図るため配布先の拡大を目指していくことを述べた。
それらを踏まえ、各部長に関連項目の検討を指示し、次回の理事会で意見を述べるよう求めた。
ピンクリボン事業、あなたのための放射線展については、杉原理事の尽力で、ワコールのリマンマ課との共催事業の
話が成立し、11月6（土）、7（日）のいずれかの開催を目指す。会場については現在検討中であるが、商品の陳列や
採寸ができるようにしていく。併せてあなたのための放射線展から、マンモグラフィ関係を中心としたパネル展示を
し、乳癌検診認定技師による説明などを行い乳癌検診の啓発、放射線技師会の活動の周知を図る。

また、松江赤十字病院の医療社会事業部が担当しているピンクリボン活動への共催も快諾されたので、パネル展示
などを行い協力して啓発活動に努めていく。
このようにいくつかの事業について一部話が進んでいることを報告された。
公益社団法人移行準備については、昨年は停滞気味だったことを反省し、今年はさらに本腰をいれ移行に向けた準備
を進めていくことが伝えられた。
全国の地方技師会の動きとして、全国で最も早く認可を得た広島県放射線技師会のこと、全体的には公益社団法人へ
の移行に向かっているが、諸々の事情があり全国で8団体が一般社団法人を目指していることが報告された。

また、島根県放射線技師会の体制として、昨年度までは、岩﨑、森脇両副会長を中心に移行準備を進めていたが、
今年度はさらに準備を整えていきたいこと、監督官庁島根県との協力を密にしていくことを目指し、両副会長に加え
吉岡広報部長に協力を依頼し、了承が得られた。
【議題3】会員間の親睦事業の検討
小林会長：予算の一部を会員間の親睦事業に回したい。今年中に決定されれば財務部が執行すると思う。理事各自が
思案し、次回の理事会で検討したい。
森脇副会長が質問など意見を求めた。
原学術部長：秋季学術大会のラドテックフォーラムについて、協賛のエーザイから規模の縮小に伴い、従来どおりの
開催は困難との話があったこと、詳細については現在確認中であるとの報告があった。

これに対し小林会長から、ラドテックフォーラムが継続可能かどうか、また、ラドテックフォーラムのみの縮小な
のかという質問があり、原学術部長は、現時点ではラドテックフォーラムの規模を縮小したいということしか聞いて
おらず、詳細は追って報告するとの回答があった。
森脇副会長より、ピンクリボン活動の実行委員は、理事でするのか、改めて実行委員を選ぶのかという質問があった
。
これに対し小林会長は、検討中であるとの回答があった。
その他、質疑などはなく、報告事項へ移った。

第２回 理事会
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【報告1】平成22年度第1回全国会長会議報告（別紙資料参照）
小林会長：4月17日（土）に女性と仕事の未来館において開催された、平成22年度第1回全国会長会議の報告があった
。報告事項は以下の通り。
・生涯学習システムの変更（別紙資料4ページ）について
国民から見てわかりやすい枠組みへ変更していき、他団体同様に日本放射線技師会が認定する専門技師や、認定技師
を広告可能にしていく方針であることが報告された。

それに伴い、診療放射線技師基礎講習（厚生労働省の後援）1～5のコース（1医療基礎、2安全管理、3臨床技術、4
がん医療（検診）、5画像読影）を、従来の本部主催から地域開催にしてほしいという要望が案として出ていることが
報告された。最後に理事各自が本部の発刊物などに目を通し今後の動きに注目してほしいと述べ報告を終えた。
・会費納入時期の変更について
公益社団法人移行に伴い、従来は新年度が始まる前に入金を求める前納制を採用してきたが、公益社団法人では、3月
31日現在の会務状況が重要視され、次年度の会費が納入されていることが問題になると税理士からも指摘があり、会
費の納入時期を変更するような動きがあるということを報告された。また、納入方法についても日本放射線技師会と
地方の県技師会の会費を一括して地方技師会に納入し、本部に上げるような仕組みにするという案が出ていることが
報告された。これについて地方の県技師会は、県技師会も公益社団法人移行を目指しているので、会費の納入時期の
変更については対応していくが、本部に上げるようなお金まで扱いたくないという反対意見が多く、検討していると
いうことが報告された。
・第26回全国学術大会の収支予算について（別紙資料5-4）
第26回全国学術大会の収支予算について、支出合計の3/4を一般会計からの繰入でまかなうこと、しかも額が年予算の
1/6と大きいこと。参加登録費では会場借上料の1/2しかまかなえないこと、機器展示55社の契約を見込んでいるが、3
月27日現在で9社しか契約が成立していないことなど、ずさんな会計に対する指摘がかなりあったことが報告された。
また、この収支予算案を通した理事会にも問題があるのではないか、再度理事会で検討すべきであると発言したとの
報告があった。日本放射線技師会はこの大会に向けて動いており、別紙資料5-5で参加者・演者数が、別紙資料5-6で
演題申込者数が掲載されていることが伝えられた。
森脇副会長が、報告1について質問を促したが質問はなかった。
【報告2】総会、会議、式典報告
小林会長：1～5まで、資料掲載どおりです。
6として、6月26、27日に松江テルサで行われる日本核医学技術学会 第22回中国・四国地方会 島根の掲載をお願い
された。
【報告3】電話、FAX、番号変更について
小林会長：事務所にFAXを新設されたこと、事務局のある松江赤十字病院の新館移転に伴い、電話番号が変わったこと
、小林会長直通の電話ができたことが報告され、各理事に確認するように伝えられた。
【各部報告】
・加藤厚生部部長から出雲のえだクリニックの求人募集掲載の件について質問があり、これに対し小林会長が、岩﨑
副会長が紹介したが、先方が女性技師希望だったため断られた経緯を報告され、もう一度正式に、島根県放射線技師
会のホームページに掲載依頼をするとの回答があった。
【その他】
・原元企画副部長、大岡組織部長から委任の案内に会長委任を促すような文章があると、職場で意見があったとの報
告があった。また、議案提案者である会長への委任は可能かとの質問が上がった。これに対し小林会長はまず文章に
ついては、司法書士に確認をとり、必要なら来年度から文言を改め、理事会に諮り承認を得て記載するとの回答があ
った。また、議案提案者である会長への委任については、司法書士に確認したところ可能であるとの回答があったと
伝えられた。また、今年度28名の方が議長委任をされていたが、議長は中立の立場であり、議決権がないため委任対
象にはならないことを補足として述べられた。
・原元企画副部長から会員から特定看護師についての情報提供を求められたと報告があり、これに対し小林会長が医
学物理士の問題と同様で、日本放射線技師会は検討中ということではっきりとした態度を示されていないという回答
があった。

【次回理事会開催】
平成22年度第3回 理事会の日時、場所について
日時：平成22年5月26日（水）18：30～ 会場：大田市立病院会議室

ということで決定した。
（大田市立病院の本田企画部長が欠席していたため、後日総務部より依頼し、了解を得た。）

議長の森脇副会長から、全体を通して質問を受け付けたがなかったため、終了となった。

第２回 理事会
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平成22年度 第3回理事会報告

【日時】平成22年5月26日（水）18：50～20:10
【会場】大田市立病院 第二会議室（病棟3階）
【出席者】理事 小林一郎、岩﨑一人、森脇郁生、佐藤知子、池田秀樹、吉岡隆二、原真司、山田和幸、大岡敏彦、

加藤三千夫、遠藤崇、本田雅人、勝田和弘、左田野恵三、杉原加誉子、中島清貴、原元益夫

出席、委任数から理事会が成立することを確認された。議事に先立ち、議長として森脇郁生氏が選出された。議事
録署名人に杉原加誉子氏、中島清貴氏が、書記に佐藤知子氏が選任された。
【会長挨拶】小林会長が、出席者に仕事後の会議への出席のお礼、総会後1ヶ月が経過し、総会後の処理が進められて
いることの報告、理事の協力の下に会務が執行できていることへのお礼と、今後の協力をお願いされて会長挨拶とさ
れた。
【報告1】総会、会議、式典報告
小林会長：現時点でわかっている範囲は以下の5つ。
１．平成22年度中四国放射線技師協議会 第3回中四国会長会議

期日 平成22年5月30日（土） 会場 総合あんしんセンター2階会議室（高知市）
２．（社）日本放射線技師会 第68回通常総会

期日 平成22年6月5日（土） 会場 科学技術館サイエンスホール（東京都千代田区）
３．第26回放射線技師総合学術大会・第15回東アジア交流大会

期日 平成22年7月2日（金）～7月4日（日） 会場 東京国際フォーラム（東京都千代田区）
４．第5回中四国放射線技師協議会中国サミット

期日 平成22年9月4日（土） 会場 鳥取県米子市
５．島根・鳥取情報交換会（鳥取県主催）

期日 未定 会場 未定
４について、第5回の中四国放射線技師協議会中国サミットが鳥取県の皆生温泉で行われる予定になっているが、内

容等はまだ未定であり、内容が決定次第関係各部から4～5名に出席を要請する。5回目ということもあり、まだ出席し
ていない理事を中心に出席の要請を行う旨を報告された。
【報告2】総務部予定
１．放射線島根の発送について
小林会長：放射線島根の発送について、正会員、賛助会員の皆様には発送済みであること、医師会、薬剤師会、看護
協会、検査技師会、各県技師会、日本放射線技師会などに発送を予定していることを述べられた。また、島根県放射
線技師会の活動を広く周知していただくために、県庁関係には、昨年ご協力いただいた健康福祉部医療対策課、健康
福祉部健康推進課、総務部消防防災課原子力安全対策室の3課、県内の消防署、図書館、公民館などに発送を予定して
いることを述べられた。
２．総会議案集の発送について
小林会長が、総会の結果や、今年度の事業を周知していただくため、総会議案集を賛助会員に発送したことを報告さ
れた。
３．会費請求について
小林会長が、平成22年度賛助会員年会費の請求書、1社に過年度年会費、1社に過年度広告費の請求書を発送したこと
を報告された。また、正会員の過年度会費請求を6月以降に行うこと、平成22年度会費請求を9月以降に行う予定であ
ることを報告された。
４．総会後の状況について
小林会長が総会後の状況について、議長、議事録署名人に総会議事録への捺印要請中であることが報告され、総務部
に戻り次第法務局に登記申請を行い、登記完了後に島根県へ昨年度の事業報告および今年度の事業計画を報告する予
定であることを述べられた。
５．新入会員の状況について
佐藤総務部長より、現時点で今年度は6名の新入会があり、内2名は島根県放射線技師会の登録手続きを完了したこと
が述べられた。
【報告3】中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2010 in 高知）開催のお知らせ
小林会長が、高知県放射線技師会より開催のお知らせ、演題募集の案内が届いていること、同じものを島根県放射線
技師会のホームページに掲載する予定であることが述べられた。また、去年はお世話になったので、できるだけ多く
の参加をお願いされた。
フォーラム開催の内容は以下の通り。
１．開催期間 2010年10月30日（土）・31日（日） ２．会 場 高知市文化プラザ
３．大会テーマ 『新時代に向けて』 ４．特別講演『龍馬の志したもの』
５．教育セミナー 『最新の診断と治療』 ６．ランチョンセミナー
７．一般研究発表 ８．表彰式
９．参加登録費 会員4,000円、学生無料（学生証の提示）、非会員6,000円

第３回 理事会
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１０．懇親会 日時：2010年10月30日（土）19時～
会場：土佐御苑（〒780-0052 高知市大川筋1丁目4-8）
会費：6,000円、学生は4,000円（学生証の提示）
※事前登録のみ〆切10月9日（土） ※申込はホームページ

【議題1】平成22年度事業計画の具体化について
小林会長が、まず全体を通して述べられた。
１．レントゲン事業（ピンクリボン事業）について
今年度はレントゲン週間事業にピンクリボン事業を絡めて力を入れたい。先日松江サティにレントゲン週間事業の一
環としてワコールのリマンマ課とのタイアップでピンクリボン事業を行いたいので共催して欲しいと、依頼文を送り
23日（日）に副店長と面談してきたところ、NPO法人からの依頼は一切受け付けていないという回答を得た。ただ、官
公庁主催のものであれば開催は可能しているということで、岩﨑副会長に島根県に取り次いでいただいたが、本日県
から回答があり、ワコールの会社名、試着・採寸などが営利につながるということで、このままでは後援できないと
いうこと。今後は営利目的ではないということを説明し再度後援を依頼する予定であるとのこと。島根県技師会とし
ての開催であるので、理事の皆様の協力はもちろん、当日のボランティアを会員から募り進めていきたい。その他、
松江赤十字病院医療社会事業部が行う10月のピンクリボン運動、松江テルサのライトアップ、水灯路にちなんだイベ
ント、松江城のライトアップなどの活動に協賛していく。

また、島根県環境保健公社と松江赤十字病院の事業へ、内容次第では協賛すること、岩﨑副会長を中心に島根県と
のジョイントの事業への協賛したい。

例年行っている町立奥出雲病院祭でのパネル展示、益田地域医療センターでのパネル展示を今年もお願いしたい。
これを受けて山田事業部長は放射線展について、益田地域医療センター医師会病院祭でのパネル展示を今年度も開催
したい。今年度の予定未定であるが10月2週目の日曜日が通例であること。もし昨年のように中止となっても2週間く
らい院内に常設展示したいと思っていることを述べられた。
２．公益社団法人移行準備の加速について
公益社団法人移行の準備については、広島県放射線技師会が移行を完了している、定款や諸規定などを参考にして島
根県と相談して早急に作成し、理事会での検討に入り今年中には移行を完了したいと述べられた。
３．会員の親睦を図る企画について
会員間の親睦を図る企画については、今年一年かけて企画検討し来年度から行いたい。本田企画部長に、検討を依頼
し、次回理事会での提案および説明をお願いされた。
４．生涯学習教育（ADセミナー）について
生涯学習、卒後の学習は必要なので今年度も森脇副会長を中心に進めて欲しいと要望があった。森脇副会長は、以前
開催した上級救命講習が大変好評でまた開催して欲しいという要望を受けたことがある。私自身医療に携わるものと
して必要不可欠な知識、技術であると思っている。間隔が空いてしまったが、前回の開催の際尽力していただいた原
元氏に、また出雲消防署に依頼をして欲しいと述べられた。これを受けて原元氏は、多数の参加があると、会場のキ
ャパもあり一回で開催は困難であると述べられた。森脇副会長は、人数を絞るのか、複数開催にするのか、日程など
は今後詰めていきたいと答えられた。
５．春季学術大会の取り組みについて
６．秋季学術大会の取り組みについて
今年度は期日だけでも早めに会員様にアナウンスしたい。例年通り秋季学術大会は公演中心、春季学術大会は会員発
表中心で行いたいと考えている。原学術部長を中心に検討していただき講演の内容などはその時々のトピックスを取
り上げたいと思っていると述べられ、原学術部長も了承された。
議長がピンクリボン事業への質問や意見、提案を求めた。
山田事業部長がメディアで知ったのだが、松江サティで10月、12月と休日検診を行うようで、共催できないものだろ
うか。実際公社の技師は患者をさばくので精一杯で、ボランティアで検査前後の説明などをするだけでも喜ばれるし
、その一角でパネル展示をさせてもらうようなやり方もあると思う。また、広島の知り合いに実際どうしているのか
尋ねたところ、技師会単独で開催することはなく例えば患者会と共同で開催している。患者会から展示用の商品も持
ち込んでもらったりしているということだった。会として事業を増やすのならこのようなやり方もあると述べられた
。

小林会長は、ピンクリボン事業は、はじめての試みであり、資料にも書いてあるが松江赤十字病院の医療社会事業
部と協賛してたくさんのことを勉強させていただこうと思っている。大変にいいアイディアをありがとうございます
と答えられた。

森脇副会長が県に却下されたのは、リマンマ製品の案内・展示、リマンマ製品の試着・採寸ということがだめだっ
たのかと質問された。これに対し、岩﨑副会長が今日返事が来たばかりではっきりとはいえないが、そこが引っかか
り、上司と相談した結果駄目だったと返事があった。売買関係につながるということで駄目なんだと思うと答えられ
た。

続けて、岩﨑副会長がウェルネス主催で、くにびきメッセにおいて山陰ヘルス＆ビューティーフェスタが6月26日、
27日に開催される。これには、県も山陰中央新報をはじめ、市なども協力団体になっている。ここに島根県放射線技
師会ものせてくれと頼んだところ、協力団体として認めてもらえた。もし、会場のブースが空いていたならば値段に
もよるが、借りてパネル展示をしてもいいかと思う。今年度は日も近いので来年度から予算を組んでもいいと思う。

第３回 理事会
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原元氏：骨密度の測定とありますが、装置はどうするんですか。また、結果はどうするんですか。以前大田でやっ
たとき骨密度が低く、病院にいって調べてもらったらそうでもなかった。という話を聞いたことがある。装置に関し
ては小林会長がFUJIが無料で貸してくれると答えられました。そして結果の紙を渡すつもりだと答えられた。山田事
業部長が、医師会病院祭の際も無料で骨密度測定を行っているが、結果の紙と一緒に、医師のサインが入った結果の
見方のプリントも添付していると述べられた。小林会長がもう少し検討させてくださいと答えられた。

小林会長は、今後の島根県との関係もあるのでワコールに一年目ということもあり、試着・採寸はなしでリマンマ
の説明、製品の展示くらいでやってもらえないか相談させていただき、ワコールの了解を取って島根県に後援の依頼
に行く。
議長がその他に質問等はないかと促された。

小林会長：放射線島根について、寄贈、贈呈等行っていくので印刷数の増加と、内容の一部刷新を吉岡広報部長に
お願いされ、了承された。
【議題2】社団法人日本放射線技師会 第68回通常総会代議員について
小林会長が、報告にもあったが、6月5日に第68回通常総会があります。島根県からは、私と岩﨑副会長の2名が代議員
として選出されており、出席することを述べられた。
【議題3】JARTの現況について
小林会長が現状について説明をした
日本放射線技師会の大きな問題は指導者の指導力不足とそれに付随する課題の先送り
１．会費納入制度を再び変更する趣旨説明がされてない
２．JARTの業務委託などについて各県からの意見集約が不十分
３．次期会長への立候補に意欲的であるが賛成する関係者が少数
４．本部開催の学術大会が3月27日までほとんど準備されず、今になって東京都及び関東圏に大会運営の依頼をした。
５．学術大会費の約２／３となる5000万円を一般会計から繰入れをして予算としている。
このような形では、今後の技師会の発展に結びつかないし、今後、北村会長の続投を容認すればこの日本放射線技師
会が正常に機能して行くことは無理と判断せざるに追えない。
よって、中四国放射線技師会協議会は東京都会長中澤靖夫氏を推薦して行く。議長が、各部報告、その他発言がない
かと促されたが、何もなかった。
最後に
次回の理事会の日時を決め閉会となった。詳細は以下の通り。
【次回理事会】

平成22年 第4回理事会（常務理事会）
日時 平成22年7月24日（土）14：00～
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
協議事項 ①秋季学術大会 ②臨時総会 ③会員親睦関連 ④レントゲン週間事業関連

第３回 理事会

第４回 理事会
平成22年度 第4回理事会報告

【日 時】 平成22年7月24日㈯ 14:30～16:30
【会 場】 島根県立中央病院放射線技術課控室
【構 成】 25名（理事18、監事2、名誉会員3、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 須山正一 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、大岡、原、吉岡、山田、加藤、本田、原元、杉原、左田野、勝田、

遠藤、野口

佐藤総務部長より出席者および委任者が構成員の過半数を超えたので理事会が成立することを確認された。
議長に森脇副会長、議事録署名人に小林会長、杉原組織部副部長、書記に佐藤総務部長が選出された。

会長挨拶
小林：先週まで全国的に豪雨で災害が起きたところもある。JARTの中澤会長よりメールがあり、会員の中でも被害に
会われた人がいるということだった。そういう方については日放技の会費等を減免する措置をとるという話であった
。幸い命に関わる被害ではなかったので会長も喜んでおられたが今後いかなる災害が起こるかわからないので気をつ
けていきたいと思っている。今日は2時間を予定しているが活発な意見をお願いしたい。
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事務報告
【報告1】総会、会議、式典報告
１．平成22年度中四国放射線技師会協議会 第3回中四国会長会議

期 日 平成22年5月30日㈯ 会 場 総合あんしんセンター 2階会議室（高知市）
２．㈳日本放射線技師会 第68回通常総会

期 日 平成22年6月5日㈯ 会 場 化学技術館サイエンスホール（東京都千代田区）
３．第26回放射線技師総合学術大会・第15回東アジア交流大会

期 日 平成22年7月2日㈮～4日㈰ 会 場 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）
４．全国会長会議

期 日 平成22年7月3日㈯ 会 場 JART東京事務所
５．平成22年度中四国放射線技師会協議会 第4回中四国会長会議

期 日 平成22年7月25日㈰ 会 場 岡山市アークホテル
６．第5回中四国放射線技師会協議会中国サミット

期 日 平成22年9月4日㈯ 会 場 鳥取県米子市
７．中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT 2010 in高知）

期 日 平成22年10月30日㈯・31日㈰ 会 場 高知市文化プラザ
佐藤：以上の総会、会議、式典に参加、参加予定である。
【報告2】島根県との会談
１．平成22年6月16日 訪問者…小林、岩﨑
①島根県健康福祉部 医療政策課 吉木氏
社団法人資料提出と移行への今後について
②島根県健康福祉部 健康推進課 健康増進グループ 奥瀧氏、勝部氏
島根県との公益活動推進について協議
２．平成22年7月16日 訪問者…小林、岩﨑、吉岡、佐藤
①島根県総務部消防防災課原子力安全対策室 室長 細田氏、主任 小村氏
仮称「島根県原子力講演会2010」企画
⑴身の回りの放射線に関する講演会等の企画
⑵医療においての放射線の利用についての企画
②島根県健康福祉部健康推進課 課長 田中氏、主任 奥瀧氏
公益活動の方法について
小林：6月16日に岩崎副会長と共に医療政策課の吉木さんと会談した。社団法人の報告と今後について話した。公益法
人への移行について吉木さんと進めていく。県内の医療関係では公益社団法人への申請等はまだ出ていないというこ
とであった。今年は完成に近い状態に持っていきたい。
岩崎：1.②について医療政策課と健康推進課の違いは健康推進課は皆さんが健康で暮らせるようにというところまで
、病気になると診断、治療は医療政策課というように振り分けてある。健康推進課の健康増進グループというのはが
ん検診・成人病検診などを受け持ってやっている。
当日はグループリーダーの勝部さん、担当官の奥瀧さんと放射線技師会として検診業務にあたっている診療放射線技
師があまり理解されていない気がして話をさせてもらった。これから大いに協力し合って島根県民の健康増進につく
していきたい。7月16日には健康推進課課長とお会いした。この方は厚生労働省から出向でこられた医師である。
放射線技師に関してよき理解者ではないかと思う。放射線技師会に期待しておられる。公益法人のかんけいもあるの
でお互いに協力しようと確認した。
吉岡：7月16日の①について県の消防防災課の原子力安全対策室の方と話をした。会の中では昨年行った講演会の評価
だが、島根県の原子力発電所周辺環境安全対策協議会が年に何回かあるが、県知事やそのた中電、各種団体の方々が
参加されるが委員の中から講演会は身の回りの放射線の話をしてもらって分かりやすかった、ぜひ今後もしてほしい
という意見があったとの事。県と松江市と協力して今後もやっていきたい。今年度も企画の段階から話した。どうい
った内容がいいか講師をどうするか？技師会の方でよい先生を知られないか？技師会としては昨年と同じように身の
回りの放射線の話、各分野の展示を続けていく。日程は未定。内容も決定していない。が、今後とも協力していきた
い。
【報告３】中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT 2010 in高知）開催のお知らせ
１．開催期間 2010年10月30日㈯・31日㈰ ２．会 場 高知市文化プラザ
３．大会テーマ 『新時代に向けて』 ４．演題募集 平成22年7月31日〆切
５．参加登録費 会員4,000円、学生無料
６．懇親会 日時：2010年10月30日㈯ 19時～ 会場：土佐御苑 会費：6,000円
※事前登録のみ〆切10月9日㈯
※申込はホームページ
佐藤：演題締め切りが7月31日なので各施設さま演題ある方はよろしく。今後は、参加を促してゆく。
【報告4】後援
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１．平成22年6月9日 健第496号 島根県健康福祉部長
「あなたのための放射線展」
２．第43回中国四国医学検査学会の後援について(依頼)
第43回中国四国医学検査学会長
３．「ピンクリボン講演会2010」の開催に伴うご後援の依頼
財団法人 島根県環境保健公社
４．第1回島根県医療研究集会後援についてのお願い
島根県医療労働組合連合会
佐藤：1についてはメールで送った。
2.3.4については講演依頼があったので会長、副会長と相談し後援承諾した。
小林：高知の演題応募のメールを行ったが、発信した日に演題登録が10題だったようで慌てたようだ。
だいたい、締め切り間際に多数応募があると思うが、明日、中四国会長会議があるので高知の岡林会長から正式な話
があると思う。

【議題1】事業
１．公益事業
①レントゲン週間事業（ピンクリボン事業）
⑴「あなたのための放射線展」 松江サティと基本合意
⑵「ピンクリボン講演会2010」主催：財団法人 島根県環境保健公社
⑶益田地域医療センター医師会病院のパネル展示 ⑷町立奥出雲病院祭
②仮称「島根県原子力講演会2010」
２．診療放射線技術ならびに医療技術の向上に関する研究発表事業
①秋季学術大会の取り組み 期 日 １１／１４ 会 場：中部地区
②春季学術大会の取り組み 期 日 ３／６ 会 場：西部地区
３．会員の親睦を図る事業企画
４．生涯教育（ADセミナー）開催の検討
小林：公益事業について松江サティで11月7日にあなたのための放射線展を開催計画。
サティのほうから島根県の後援をいただきたいということで6月9日に後援がおりて通知をして、基本合意に達した。
11月7日、10時から18時まで。今後、皆様のご協力をいただきたいが、メインとなる企画をお願いしたく、事業部で対
応願いたい。パネルの展示の台などは借りないといけない。サティのほうからは県技師会からも広報してほしいと要
望が出ている。渉外として佐藤、中島が担当する。案内用のポスターの考案は吉岡さんの方でお願いしたい。ワコー
ルの対応は杉原さんにお願いしたい。
⑵の「ピンクリボン講演会2010」は財団法人 島根県環境保健公社と松江日赤との共同開催である。
これの準備は小林、佐藤、中島が担当。
⑶益田地域医療センター医師会病院のパネル展示は山田さん対応願う。
⑷町立奥出雲病院祭は案内があれば対応したいと思うのでよろしくお願いする。
主のあなたのための放射線展だがどうやっていくか？
山田：何をテーマに持っていくかを決めないといけない。
技師の仕事としてのマンモグラフィを持っていくのか、検診を受けましょうという展開をしていくのか？説明をする
にあたって、医師の監修が必要ではないかという指摘を受けたりもしている。
小林：最初のサティとの話では検診を受けていただきたい、検診率が低いので検診を受けていただきたいという活動
である。
山田：どちらにしてもシンボルとして医師の監修が必要ではないか。それは可能であるか。
小林：マンモグラフィ検診の検診率を上げたい目的なので、深い内容では考えていない。
メッセでやったようなパネル展示のマンマ関係を中心にしたような形を考えている。
山田：なぜ検診を受けないといけないかの説明は技師でもできるが、疫学的なことになるので技師がしゃべっていい
のか？他の先生が提示されているデータを使って勝手に話をするわけにはいかない。
検診を受けましょうという説明はそこのところを話さないといけないが。
小林：資料はすべてメーカーからいただいたものを用意しようと思っている。パネルも我々の作ったもの＋メーカー
作成のものを借りようかと思っている。
森脇：企画の段階での大事な話だが、山田さんの言われる医師の監修が必要であろうか、皆さんのご意見は？
原元：会長の言われるように、診断・治療については何も組み込まない？ということでよいか？
小林：検診率アップが目的であるので、診断・治療のことは考えていない。触診用のファントムも用意するが、しこ
りはこんな風にふれるということが分かっていただければいい。
原元：検診率アップするための裏づけをどこかで持たないといけないので、その裏づけに医師の監修がいるのでは？
山田：相談を受けるときの説明はどうするのか？検診を受けて、小さいときに見つかれば切れば治るという場合、何
をどういう風に切るのかなど医療に踏み込んだことを言わなければマンモグラフィの説明ができない。
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小林：そこは放射線技師としての裁量として任せたいが。Ａ認定を持っている方が説明されるといいと思っている。
どういう質問があったかは記録しておいてほしい。
原元：どこで受診できるかは言わなきゃいけない。質問があれば。
森脇：企画・案のなかで医師の監修が必要というのは、具体的にどの部分か？
山田：コンテンツを用意しないと、ただ企業のものをお借りしてやるのかがはっきりしなかったため、診療に関わる
部分は医師の監修が必要ではないかと思った。
原：村田先生や吉川先生などにここまでは話していいというようなガイドラインを作った方がいいのではないか？受
けましょうというアピールだけでは足りないような気がする。他の県はどうか？
小林：そういうものはないです。病気の相談というよりは、フェスタという感じ。有名な先生が監修されたビデオが
流れていた。ポスターなどの監修はなかった記憶である。
今回は検診率のアップを目指しているので、治療のことは考えてない。
森脇：鳥取県が昨年やっているが、特に大きな問題もないので、その流れに沿った動きでいいか？
小林：ご意見については確認してみる。
森脇：検診を主体にやる。検診を受診するように促すというテーマでやっていってよろしいか？
山田：マンモグラフィ検診ということでやっていいか？
全員：了承
②仮称「島根県原子力講演会2010」について
小林：吉岡さんの方へ連絡があったら対応願いたい。
２．診療放射線技術ならびに医療技術の向上に関する研究発表事業
①秋季学術大会の取り組み、期日と会場を。
原：11月14日、県立中央病院で。
春季学術大会3月6日 西部地区で。
小林：皆さんのほうで講演内容の要望があれば原さんの方へメールしていただきたい。
３．会員の親睦を図る事業企画について
本田：今までの福利厚生事業を挙げてみた。
アンケート実施して考えてみたいと思う。
学術大会とあわせてやるのか、福利厚生事業単独でやるのか？
森脇：学術大会とあわせては原さん可能か？
原：問題ない
小林：公益法人の移行のこともあり、皆さんの会費の一部を福利厚生事業に使い、親睦を図りたい。自分としては単
独でやりたいが。
森脇：これというのはあるか。
小林：本田さんからアンケートという話が出たので、アンケートをとってみてはどうか。
本田：次年度から実行目標として、アンケート実施したいと思う。
４．生涯教育（ADセミナー）開催の検討について
小林：中澤会長になって今後増えるということだけです。
森脇：この前の理事会で、救急の話があって、メールさせてもらったが、ＪＡＲＴの理事会で地域の方で生涯教育を
開催していくということが決まったそうで、内容についてはこれからアナウンスするのでお待ちくださいということ
だった。これを踏まえて進めていく。
【議題２】JARTの現況と対応
【議題３】社団法人日本放射線技師会代議員選出
小林：北川から中澤会長へ変わった。
方針として、患者を中心としたチーム医療の確立・医療法の改革・医療安全教育の見直し・生涯教育の確立・事務所
費の低減。6500万円から半分にする。
生涯学習セミナーの地域開催について(資料：会長会議資料)、CTセミナー、MRIセミナーを中四国で開催予定である。
明日の会長会議で話がでる。業務委託ということで、総会で地域の学術大会を応援するためや日放技の管理事務をお
願いしたいとして各県に50万円を支給するとした。管理業務 入会金の収受や入退会の手続き、代議員選挙この部分
は200円×会員数、島根の場合は年間４～５万ＪＡＲＴより入ってくる予定。上限は５０万円を支給
事業委託 地域の学術大会を日放技の主催に150万円を限度として支給
地域の学術大会は日放技や地域放射線技師会の主催としていただく
支払いパターンは、共催関係などにより変化するJART会費を県が受取JART支払予定だったが、郵便振替バーコード化
でOK。ＪＡＲＴも公益法人を目指す関係上、次年度のお金が今年度入ってくるのはよろしくないということで、前納
制から４月１日からの新年度支払いになる予定である。
島根県もどうするかということになるが、中四国会議等の報告を受けながら、次回の理事会で対処の仕方を決めてい
こうと思う。
代議員選出だが、本来なら２２年度、２３年度の代議員を選出しなければならないが、今回のＪＡＲＴの総会におい
ても新たに選出の要請がなかったので去年の代議員で出席した。今度の１１月にＪＡＲＴの臨時総会がある。定款の
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修正のための総会だが、現在の定款に基づいて代議員選出をするということで小林、岩崎を代議員選出とさせてもら
う。理事の皆様、了承お願いする。秋の臨時総会で新定款が承認されたら正式に２２・２３年度の代議員を選挙によ
って選出しないといけなくなった。これは公益社団法人にのっとっての選出なので選挙の際はよろしくお願いする。
森脇：質問は
全員：なし
【議題４】全国放射線技師総合学術大会
小林：去年おととしの理事会で島根県も平成25年の開催を考えている旨を伝えている。北海道大会で赤字決算、地元
が損害を支払う事で最終的には半分負担となったが、昨年鹿児島で前播間副会長が放射線学術大会のマニュアル作成
予定であったが執行部が代わり出来ていない。
中澤会長より主催はJARTだから全責任はもつということだ。本部主催となる。
鳥取の様な儲けは期待できないが、赤字にはならない。
エントリーが多くなったので島根も考えては？ということだった。
平成２５年には島根県放射線技師会６０周年の創立記念式典があるが、当初は２５年を想定して
理事会に提案させていただいたが式典と学術大会が一緒に出来るものかということで２６年でもいいかな？本部とも
相談していきたいと思う。最終的に実施するかは理事会の承認を得て総会で皆様にご説明して総意を得る必要はある
。もう一度考え直さないといけない。
森脇：内容等、意見は？
平成２５年に６０周年の話が出て、お金の縛りがなくなったので前向きに進めていってよろしいか？
池田：式典は必ず行われると思うが、同年に全国をしても大丈夫か？
小林：やったところの会長に聞いたらできるのではないかと。本部の意見も聞かないといけない。
そろそろ２５、２６年の話も出ているそうで、島根県の対応を決めないといけない。
森脇：昨年のフォーラムの実績がありますので進めていってもよろしいのでは？理事の方、良い方向で意見をいただ
きたい。
岩崎：前向きな方向でやられたらいいかと思う。
小林：やるとして、２５年度に全部やるがいいか、２５年度の６０周年式典は県に打診してもらわないといけないが
、市民公開講演を午前か午後に。式典、県から祝辞、県知事表彰、県表彰、技師会に貢献した方への表彰が大きな式
典、その後の祝賀会。次の年に学術大会をしたがいいか？
まとめたほうがいいか？
岩崎：まとめてやったほうがいい。いい話だから盛り上がって、一緒にやったほうがいい。
池田：あまりに壮大すぎて予測がつかない。
小林：県がどういってくるのがまだ分からないが、理事としてどうするか？
吉岡：プログラムのどこかの会場で式典、裏では学術大会ということ？
小林：そういうこと。前向きに相談させてください。
【議題5】中国サミット（担当：鳥取県）
日時 平成２２年９月４日(土) 中国サミット14:00～17:30、懇親会18:30～
会場 鳥取県米子市皆生温泉（皆生温泉「皆生グランドホテル天水」）
参加者 小林、原、遠藤、吉岡（プレゼン担当）、佐藤
小林：平成18年から始まった中国５県持回りでの中国サミットも鳥取県で一巡。
継続するか否かは今後の話し合いになるが、各県経費が嵩む理由で若干継続には否定的な意見が多い。三役員の了承
を頂いて、今年度で終了の可能性もあるので今まで出席されてない理事から出席を要請。
森脇：議題3のところになるが小林会長と岩崎副会長を代議員選出するのは皆さんよろしいか？
全員：了承
原元：全国学術大会の件だが、日放技主催ということで、人的負担も軽減されるか？
小林：やり方しだいで、人員を雇うのも可能。鳥取は自前でやったので人件費負担はなし。

プログラムはアジア交流学術大会も入ってくるので、日放技の方との作成となるはず。
鳥取も鹿児島でも人がいないということは言ってあったようなので、負担にならないような配慮はあったはず

池田：鳥取・島根の役員研修会は？
小林：サミットで忙しくて、今年は中止。

【次回開催】
平成22年 第5回 理事会（常務理事会）
日 時（予定は9月中）平成22年9月15日（水）18 : 30 ～ 会 場 大田市立病院
出席者 25名（名誉、相談役、監事、常務理事、理事）
＊事業の最終確認
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平成22年度 第5回理事会報告

【日時】平成22年9月15日（水） 18：30～21：00
【会場】大田市立病院 第2会議室
【構成】25名（理事18名、幹事2名、名誉会員3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、左田野恵三、勝田和弘、遠藤崇、中島清貴、野口悦現

佐藤総務部長より、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、中島総務副部長を、書記に佐藤総務部長を選出し、議長に進行を委ねた。

【会長挨拶】
小林会長：理事への労いの言葉を述べたあと、あなたのための放射線展、中四国放射線医療技術フォーラム、秋季学
術大会などのイベントへの協力を呼びかけ挨拶とされた。
【報告1】会員動向（9月14日現在）
佐藤総務部長：今年度の島根県放射線技師会の会員動向について、新入会員4名、入会処理中2名、異動が2名、退会が
1名であるということを報告された。
【報告2】表彰
小林会長：日本放射線技師会勤続30年表彰推薦候補の依頼が日本放射線技師会よりあり、生年月日、卒業年度、免許
取得日より調査し、該当者10名に案内を発送したこと、表彰を受理するかどうかの返信待ちであることを報告された
。
【報告3】中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2010 in高知）
小林会長：開催期間、会場の確認と、演題数が169題であったことを報告された。
【報告4】後援した団体への参加の呼びかけ
小林会長：第1回島根医療研究集会（責任団体：島根県医療労働組合連合会）、ピンクリボン講演会2010（主催：財団
法人島根県環境保健公社）から後援の依頼があり、協議した結果、後援することとしたことを報告された。また、パ
ンフレットが資料に同封してあり、理事に確認および周知をお願いされた。
【報告5】中国サミット参加報告
森脇副会長：9月4日（土）に鳥取県米子市皆生温泉「皆生グランドホテル天水」にて、中国サミットが行われ、新入
会員勧誘状況、公益事業の状況、研修会等の活動状況について各県プレゼンを行ったことを報告された。

質問として、漏洩線量測定事業は公益事業となるのかということと、レントゲン週間の骨密度測定は医療行為に抵
触するのではないかということの2点があがった。答えとしては、漏洩線量事業は収益事業となるため、公益事業とは
ならないということ。骨密度測定については、医療行為に抵触しないように、あくまで参考値として行っているとい
うことであった。また、講演1として「公益法人認可への実務と今後の展望について」と題して広島県放射線技師会会
長北川明宏氏に、講演2として「日本放射線技師会の事業運営と診療放射線技師が目指すもの」と題して日本放射線技
師会常務理事熊代正行氏に講演していただいたことを報告された。
【議題1】財務中間報告
池田財務部長：会費未納者が66名いるという報告、身近な方に声をかけていただき納入を促していただきたいという
ことのお願いをされた。
小林会長：今月中に請求書を出すので、それまでのところで名簿を準備するよう池田財務部長に指示をされた。
池田財務部長：名簿の更新をしたいので、最新の名簿の準備を佐藤総務部長にお願いされた。
【議題2】会報発刊状況
吉岡公報部長：秋季学術大会、レントゲン週間等がありますので、それらの案内も兼ねて10月はじめの発刊を目指し
ていると報告された。
小林会長：了解され、こちらも諸々準備をしておくと報告された。
【議題3】福利厚生事業
本田企画部長：今年度中に案を練り、来年度から継続して福利厚生事業をスタートさせたい。まずは、アンケートを
出し、会員の考えのくみ上げを行う。アンケートの回収は、メールにて行う考えでいる。
小林会長：アンケートで情報を得ることはできると思うが、アンケートの回収率が大きく関与する。ホームページか
らダウンロードをし、メールにて返信してもらうという方法とする。現在メール会員は約160人いる。メール会員でな
い方にも、施設内でお伝えしていただければ、ほぼ100％になる。10月24日には秋季学術大会があるので、その場でも
、アンケートの回収への協力を呼びかけ、より多くの回収を目指すということを述べられた。集計は企画と総務で行
うと述べられた。
【議題4】webサイト管理
加藤厚生部長：インターネット接続契約の見直しとして、接続環境のグレードアップとセキュリティー強化のため、
管理運営を業者に依頼する。ISPからレンタルサーバー事業者へ委託する。テストサイトを公開しているので、チェッ
クしていただきたい。運営費用的にも現在の半額ぐらいで可能であることを述べられ、審議を図られた。

第５回 理事会
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小林会長：良いこと尽くめのようなので、このまま加藤厚生部長に任せて進めていただきたいがよろしいでしょうか
。（満場一致で賛成）賛同が得られ、加藤厚生部長に、引き続きお願いされた。
山田事業部長：ホームページ作成用のソフトを会で負担してもいいのではないかと質問された。
小林会長：わかりました。ソフトの更新も含めて、加藤厚生部長に検討をお願いされた。
加藤厚生部長：これまで使用してきた、｢ホームページ｣、「ホームページ管理者」を一般的な「webサイト」、「web
管理者」の表記に変更したことを報告された。
ガイドライン(案)について、たたき台をもとに責任の所在、掲載の審議や掲載方法、掲載を許可する者、文言などに
ついて検討され、概ね了解が得られた。
【議題5】秋季学術大会
原学術部長：平成22年10月24日（日）10時～15時、島根大学医学部 看護学科棟1階講義室にて行うこと。今回は「グ
ローバルに活躍する技師を目指して」と題して、臨床以外で活躍されている先生方にお話をしていただくというのが
コンセプトであることを述べられた。
森脇副会長：カウント申請は行うが、ダウンロード申請は出雲のパソコンでお願いしたい。また、西部のパソコンの
更新をお願いされた。
原学術部長：講演の謝礼について、会員に支払いはなかったが、今後は検討していただきたいとの提案があった。ま
た、プログラムに会長挨拶や閉会挨拶などの記載がなく、直前でお願いしているが、記載したほうがいいのではとの
質問をされた。
小林会長：講演の謝礼については、前向きに考えるとの回答があった。ただし、演題発表については、いままで通り
謝礼は考えていないと付け加えられた。また、プログラムの記載についても、記載していくようにすることとされた
。
【議題6】あなたのための放射線展
小林会長：開催内容7項目を柱にピンクリボンフェスタを行うことを述べられた。会場レイアウト、横断幕の確認をお
願いされた。また、サブタイトルを考えておいてほしいとお願いされた。各種パンフレット、乳房触診ファントム、
来場者への記念品の手配ができていることが報告された。
前日までの大まかなスケジュールを伝えられ、関係各部に指示を行った。
また、当日お手伝いしていただける方をボランティアで募ること、乳がん検診認定技師（A認定）などの人選を行うこ
と。骨密度測定など協力して行うことを伝えられた。
ポスターの配布先、広告方法を検討し、松江市の広報、NHK、ケーブルテレビ、新聞掲載などがあげられ、関係各部に
アポイントをとるように指示をされた。また、細かい指示などはメールなどで追ってすることを伝えられた。
【議題7】JART主催・山陰地区CTセミナー（鳥取県担当として開催）
小林会長：平成23年1月23日（日）9：00～17：30、鳥取大学医学部講義室にて山陰地区CTセミナーが開催されること
、先日9月5日に第1回の打ち合わせがあり、島根県から4名の方に講師を依頼したことを報告された。募集人数100名を
予定しており、広報していくと伝えられた。
【各部報告】
岩﨑副会長：管理委員会から、測定器購入もあり、測定に行く方、管理委員を対象にした、実技を兼ねた勉強会を今
年度中に行いたいと報告された。
山田事業部長：毎年恒例の医師会病院祭りの開催が10月31日に決定したこと。内容等が決定しだい、会長に連絡する
ことを伝えられた。また、ピンクリボンフェスタを広島県のwebサイトに掲載させてもらったことを報告された。
吉岡広報部長：10月22日（金）に県立中央病院でマンモグラフィのポジショニング勉強会が行われることを伝えられ
た。
【次回開催】

平成22年度第6回理事会
日時：平成22年11月24日（水）18：30～21：00 会場：大田市立病院 第2会議室
内容：公益社団法人移行に関すること、会費納入の変更について

第５回 理事会
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（社）島根県放射線技師会

新 学術副部長 遠 藤 崇

みなさんお世話になっております。

学術副部長をさせていただいています。

国立病院機構 浜田医療センターで、昨年1月から勤務しています。生まれは、鳥取県西部で、実
家はそちらに在ります。中四国管内で転勤があり、現在は広島県に妻と子供を残し、こちらに単
身赴任をしています。所属は、岡山、鳥取、広島と転々としましたが、技師会の仕事は鳥取のと
きにほんの少しお手伝いしただけで、ほとんどかかわったことがありませんでした。島根と鳥取
はいぜんから交流がありましたので、小林会長をはじめ何人かのお顔は覚えていました。初めて
、島根の集まりに参加した時は、故郷に帰ってきたような懐かしさと安心感をおぼえました。理
事会では優秀なみなさんに囲まれ自分の能力の無さを痛感しています。大役を仰せつかりプレッ
シャーを感じていますが、私のできることを、一生懸命させていただこうと思っています。

今年は、数年来悩まされていた花粉症がぴたりと治まりました。やはり、山陰の空気や水、島根
の方の人柄も私にはあっているのだろうと感じています。

転勤がありますので、いつまで皆様と一緒に活動させていただけるのかわかりませんが、引き続
きよろしくお願いいたします。

就任あいさつ

福利厚生事業アンケート

企画部では平成２３年度から会員の親睦を図る為の福利厚生事業を考えております。

ご意見をお伺いし、事業に反映するためにアンケートを実施いたします。

ご協力を宜しくお願いいたします。

■アンケート用紙について（使用方法）

EXCEL形式のファイルです。島放技webサイトからダウンロードして下さい。

①ファイルをダウンロードし、各自のＰＣで回答欄（黄色のセル）内へ右のリストから該当

する番号を選択してください。

②ファイルを上書き保存後、メールに添付し技師会総務部宛に返信してください。

→sart60mrchoffice@yahoo.co.jp
③または、このファイルを印刷し、手書き記入後、技師会総務部へＦＡＸ送信または技師会

理事へお渡し下さい。

→FAX：0852-32-4155
④最終回収期限は２０１０年１０月２４日です。

お願い

https://mail.google.com/mail/h/20fybye0q5e3/?v=b&cs=wh&to=sart60mrchoffice@yahoo.co.jp�
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玉造厚生年金病院 高 井 大 輔

こんにちは！

島根大学医学部附属病院の桜井玲さんからRelay Essayを受け継いだ、玉造厚生年金病院の

高井大輔です。

何を書こうか迷ったので、今年に入ってからの出来事BEST3を書こうと思います。

今年の出来事：第1位･･････『車購入！そして･･･』

今が旬のハイブッリトカーを購入しました。やっぱりハイブットカーは燃費が良いので、暇さえあればドラ

イブに行っています。がしかし！納車1ヶ月にして事故に遭い、車はボコボコに･･･(涙)。修理に2ヶ月か

かりました。不幸は続くもので･･･修理中はレンタカーに乗っていたのですが、なんと！またまた！！車

をぶつけられてしまいました。1ヶ月に2回も車をぶつけられるなんて･･･。今年はよく当たる年みたいな

ので宝くじでも買ってみようと思います(笑)。

続いて、今年の出来事：第2位･･････『☆沖縄旅行☆』

夏休みを利用して、3泊4日で沖縄に行ってきました。

1日はダイビング、2日間は海でのんびりという日程の旅行でした。今回の旅行で一番楽しみにしていた

のがダイビングでした。ダイビングスポットは慶良間(ケラマ)諸島でした。慶良間諸島は那覇の港から船

で1時間半くらいの場所にあり、ダイビングスポットとしても有名な所でした。慶良間諸島の中にある座

間味(ザマミ)島という所に1泊して、3本のダイビングとシュノーケリングを楽しみました。慶良間の海はず

っと先が見えるくらい透き通っていて、ただただ感動しました。熱帯魚、サンゴ、ウミガメ、色々な生物に

会うことが出来ましたが、一番会いたかったマンタには会うことが出来ず残念でした。次回は絶対にマ

ンタに会うぞという思いを胸に沖縄を跡にしました。

続いて、今年の出来事：第3位･･････『☆スキマスイッチのライブ☆』

今年の2月にスキマスイッチのライブに行ってきました。感想は一言、「良かったです！」。

会場は米子のコンベンションセンターでした。コンベンションセンターはあまり大きなホールではないの

で後ろの席でしたが十分近くに感じました。ボーカルの大橋さんはとてもいい声で、男の僕でも惚れ惚

れしました。スキマスイッチの曲の中でも「奏」という曲がすごくいい曲です。ライブでは歌わなかったの

で残念でしたが、是非皆さんも聴いてみて下さい！

次回の「Relay Essay」、済生会江津総合病院の宮井純平君に繋ぎたいと思います。

宜しくお願いします！

Relay Essay
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会費納入

 中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2010in高知）

期 日 ：平成２２年１０月３０日（土）・３１日（日）

会 場 ：高知市文化プラザ

島根県から多数の学会参加並びに懇親会参加をよろしくお願いいたします。

今後の予定

 会費納入方法について

会費納入期限は、４月１日となっております。未納の方は至急納入ください。

 診療放射線技師基礎講習「X線CT検査」

開 催 日 ：平成２３年１月２３日（日）

開 催 会 場 ： 鳥取大学医学部臨床講義棟421号

受 講 定 員 ： 100名

受 講 料 ： 3,000円（日本放射線技師会非会員：6,000円）

＊詳細は、日本放射線技師会ホームページ（http://www.jart.jp/）等からご確認ください。

 ピンクリボン講演会２０１０（主催：松江赤十字病院・(社)島根県環境保健公社 後援：島放技）
日 時 ： 平成２２年１０月２３日（土） １３：３０～１６：３０

会 場 ： くにびきメッセ ６０１大会議室

基調講演 「これだけは知っておきたい、乳がんのこと」～乳がんを恐れない、あなどらない～

名古屋医療センター 放射線科 部長 遠藤 登喜子 先生

 第２１回医師会まつり
日 時 ： 平成２２年１０月３１日（日） ９：００～１４：００

会 場 ： 益田地域医療センター医師会病院

市民公開講座：「やさしい肝臓病のお話」

益田地域医療センター医師会病院内科 部長 古田晃一郎 先生
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