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申込みは7月19日まで可能です。メールで総務部までお申し込みください。 
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告示研修について 
告示研修について 
１回目研修は６月に終りました。また今後２回目３回目と開催予定でありますが、告示
研修受講希望の方は、申込みまでにe-ラーニングの受講が必須となります。動画の数も
かなりありますので余裕を持ってe-ラーニングを済ませるようにしてください。 
 
e-ラーニングの内容 
全700分（5項目43講義） 
1.静脈路確保関連 
2.RI検査医薬品注入関連 
3.動脈路への接続、当該装置の操作 
4.下部消化管検査関連 
5.上部消化管検査関連 

 
各項目ごとに確認試験が8問づつあります。 
 
まずはJARTの個人ページにログインし、 
e-ラーニングの申し込みページから登録してください。 
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理事会 
 
○2022年度 第1回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会 
        【開催日時】 2022 年 4 月 24 日 ㈰  13:00 ～ 14:00 
        【開催方式】 Web会議 
        【構  成】 22名（理事20名、監事2名） 
 
○2022年度 第2回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会 
      【開催日時】 2022年 5 月 22 日 ㈰ 13:00 ～ 14:00 
    【開催方式】 Web会議 
    【構  成】 22名（理事20名、監事2名） 
○2022年度 第3回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会 
        【開催日時】 2022年 7 月 9 日 ㈯  19:00 ～ 20:30 
        【開催方式】 Web会議 
        【構  成】 22名（理事20名、監事2名） 
 

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

         
 

一般社団法人島根県診療放射線技師会 
『第72回定時総会』開催される 

2022年5月15日（日）松江市鹿島町にある一般社団法人島根県診療放射線技師会事務所において、第
72回定時総会が開催されました。本来なら会員の方に集まっていただくところでしたが、新型コロナ
ウイルス感染症の状況が見通せず、会場の確保が困難であること、また感染対策として三密回避など
を踏まえ会場への入場者を制限し（会場へは会長、副会長、常務理事、監事、相談役のみ入場）、総
会の様子はウェブにてライブ配信を行いました。初めに亡くなられたお二人の会員のご冥福をお祈り
し黙祷を捧げたあと、永年勤続20年表彰（呼出のみ）が行われその後議事に入り、第一号議案（
2021年度事業報告）、第二号議案（2021年度決算報告）、第三号議案（2021年度監査報告）、第
四号議案（2022年度事業計画案）、第五号議案（2022年度収支予算書案）が審議され全議案が承認
されたところで閉会となりました。 

 

定時総会報告 
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2022年度オンライン春の学術講演会 開催される 

  
 昨今の情勢を鑑み昨年度よりスタートしたオンラインによる春の学術講演会、2022年5
月26日（木）に２回目となる今回は、かねてから講演依頼をお願いしていた倉敷中央病院
の山本先生を講師にむかえ、これまでたくさんの経験を積んでこられた山本先生に、いろ
いろな話しをしていただきました。 

 

 
総合司会：一般社団法人島根県診療放射線技師会 学術部長 金山秀和 
 
18：00～18：05 開会挨拶 一般社団法人島根県診療放射線技師会 会長 山田正雄 
18：05～19：25 特別講演  
           座長：一般社団法人島根県診療放射線技師会 会長 山田正雄 

 
『診療放射線技師のプロフェッショナルリズム～接遇から読影補助まで～』 

倉敷中央病院 放射線技術部 山本浩之 先生 
 

19：25～19：30 閉会挨拶 一般社団法人島根県診療放射線技師会 副会長 古川春美 
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事業報告 
 

 
 

倉敷中央病院 放射線技術部 山本浩之先生 
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事業報告 
第１回令和3年厚生労働省告示第273号研修（告示研修）開催される 

2022年6月19日（日）に今年度第１回目の告示研修が行われました。場所は島根県立中
央病院で参加人数は35人（１人のファシリテーターにつき８人まで対応、今後ファシリ
テーターを増員予定）。隠岐も含めて参加があり、午前中は午後の実技へ向けた動画視
聴、午後は班に分かれてファシリテーターや看護師、医師の元で実技研修を行いました。 
 
 実技内容 
・上部実技 
・下部実技 
・静脈実技 
・静脈（RI）、RI実技 
・静脈（CT、echo、他）実技 
・動脈実技 
 
当日は非常にタイトなスケジュールになっています。特に午前中の動画視聴は受講者全
員揃わないと始められません（スタートも途中の休憩後も）。トイレなど余裕を持って
の行動をお勧めします。 
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「ごいせ？」 
島根大学医学部附属病院 放射線部  宮原 善徳 

  
 尾崎さんからバトンを受け取りました。島根大学病院の宮原と申します。特筆すべき趣味もありませ
んので、地元と愛犬の紹介をしたいと思います。今年1月に道の駅「ごいせ仁摩」がオープンしました。 
場所は、山陰道「仁摩・石見銀山IC」出入り口の正面で、世界遺産「石見銀山」、世界最大の砂時計の
ある「仁摩サンドミュージアム」へのアクセスも良好な立地です。「ごいせ」はこの地域の方言で「い
らっしゃいませ」を意味するとのことです。この周辺では、毎年7月に “にま ごいせ祭” が開催されます。 
大田市では1番最初に開催される夏祭りで、ステージイベント、地元産品の出店の他に打ち上げ場所と
観覧場所の距離が100ｍ程度という、花火は圧巻です。ある晴れた日に、「ごいせ仁摩」の敷地内の天
然芝・ドッグランにぶらっと、愛犬を連れて行ってみたら、なんとハスキーが７匹も乱入？ハスキーは
人懐こいですが、細やかさはありません。思考回路が大雑把で、細かいことは気にしないおおらかさが
あります。すぐに数匹のハスキーが私のところにも寄ってきました。思わず『デカっ』 。ウチの柴犬は
人見知りならぬ『犬見知り』もあってか、身動きもせず怖がっている様子でした。柴犬は細やかで飼い
主の感情をよく見ています。きっと飼い主に似たのでしょう。犬を長生きさせるために必ず意識すべき
秘訣として “適度な運動をさせる” “ストレスを与えない” ことがあります。愛犬家の方、「ごいせ仁
摩」のドッグランでお待ちしております。 
 次回は、済生会江津総合病院の山口裕三さんにバトンパスします。宜しくお願いいたします。 

Relay Essay 



一般社団法人  島根県診療放射線技師会 第284号 2022/7/13  

THE SHIMANE ASSOCIATION OF RADIOLGICAL TECHNOLOGISTS 

10 

今後の予定  

大会詳細につきましては大会ホームページをご確認ください。 
https://web.apollon.nta.co.jp/38jcrt/index.html 

第 38回日本診療放射線技師学術大会  

2022年度 一般社団法人島根県診療放射線技師会主催 
 
・フレッシャーズセミナー（島根県立中央病院 2022年7月30日㈯） 
・福利厚生事業「ボウリング大会」（出雲会館センターボウル 2022年7月30日㈯） 
・秋季学術大会（島根大学医学部附属病院 2022年11月20日㈰） 
・あなたのための医療放射線展（いずも産業未来博2022内で開催）（出雲ドーム  2022年10月29～30日） 
・2023年賀詞交歓会（大田市内または出雲市内 2023年1月8日㈰） 
・春季学術大会（松江赤十字病院 2023年3月6日㈰） 
・緊急被ばく医療におけるスクリーニング測定及び漏洩線量測定・散乱線測定講習会 

（島根県立中央病院 2022年9月4日㈰） 
・令和3年厚生労働省告示第273号研修（告示研修）における実技研修 

（第1回目は終了、第2回は10月2日㈰益田赤十字病院にて開催予定、第3回は場所日程未定） 

https://web.apollon.nta.co.jp/38jcrt/index.html
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第 18回中四国放射線技術フォーラム  

会期：2022年10月15日㈯16日㈰ 
会場：松山市総合コミュニティセンター 
   〒790-0012 
   愛媛県松山市湊町七丁目５番地 
 
大会詳細につきましては大会ホームページをご確認ください。 

https://csfrt2022.secand.net/index.html 

https://csfrt2022.secand.net/index.html
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事  務  連  絡 
  
一般社団法人島根県診療放射線技師会 
    会  員  各  位 
 
                         一般社団法人島根県診療放射線技師会 

                               総務部長  松  井   賢 
 
 

 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。総務部では円滑な会務運
営のため正確な会員情報の把握に努めております。つきましては会員情報（転入・転出、氏名、
勤務先、自宅住所、連絡先、メールアドレスなど）に変更がありましたら、JARTホームペー
ジ（http://www.jart.jp）内のJART情報システムにログインしていただき、速やかに変更手
続きをお願いいたします。 
 ただし、退会される場合は『退会届』を島根県診療放射線技師会まで、ご提出していただく
必要がありますのでご注意ください。 
 島根県診療放射線技師会としましては、インターネット環境のある会員様にはJART情報シ
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が、インターネット環境の無い会員様
や手続きについてご不明な点がある会員様は、ご遠慮なく総務部までご連絡ください。 
 なお、県技師会にのみ登録しておられます会員の皆様で、会員情報に変更がありましたら、
従来通り『変更届』を総務部までご郵送いただきますようお願いいたします。 
 今年度も島根県診療放射線技師会ならびに日本診療放射線技師会へのご理解ご協力を宜しく
お願いします。  
  
 
      【お問い合わせ先】 
        松 井  賢（一般社団法人 島根県診療放射線技師会 総務部長） 
          E-mail : officesart@fuga.ocn.ne.jp 
          事務所TEL : 0852-33-7251  事務所FAX : 0852-33-7451 
 
        〇総務事務局／勤務先 
          島根県立中央病院 放射線技術科内 
          〒693-8555 島根県出雲市姫原 4丁目 1-1 
          TEL : 0853-22-5111（内線7710） FAX : 0853-21-2975（代表） 

総務部よりお願い 
 

 
 

http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
http://www.jart.jp/
mailto:officesart@fuga.ocn.ne.jp
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