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告示研修について 

告示研修について 
 今年度１回目、２回目の研修は終わりました。また来年度に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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一般社団法人 島根県診療放射線技師会 
2022年度 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 開催される 
  
当初は島根県立中央病院を会場に実技を交えた講習会を開催予定でしたが、新型コロ
ナウイルス感染症の状況によりウェブ開催といたしました。実技予定だったサーベイ
部分は動画にて閲覧することができ、とてもわかりやすかったと思います。 
 
10:00～10:30 漏洩線量測定・散乱線測定時のポイント 
                 放射線管理委員会 南京 貴広（松江市立病院） 

10:30～11:00 原子力災害発生時避難退域時検査のポイント 
        放射線管理委員会 青木 早和（益田地域医療センター医師会病院） 

11:00～11:30 スクリーニングサーベイ 
           放射線管理委員会 委員長 矢田 俊介（島根県立中央病院） 

講習会動画より 

事業報告 

矢田放射線管理委員会委員長 
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事業報告 

第2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10月2日（日）に今年度第２回目の告示研修が行われました。場所は益田赤十
字病院で参加人数は26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）。県外含めて参加があり、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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 2022年度 秋季学術大会開催される 
 

 座長と演者のみ会場である島根大学医学部附属病院 日本調剤島大薬局２階 だんだんカンファレ
ンス室に集まっていただき、その他の方々は事前参加登録でウェブ参加型のハイブリッド開催（初開
催）で行われました。今回は整形領域のテーマのもと会員発表にくわえて教育講演に奥州市総合水沢
病院の高橋先生、特別講演に島根大学医学部附属病院の酒井先生をお迎えしました。当日は会場15
名、ウェブ参加に63名と多くの方に参加・閲覧していただきました。 
 
＜会員発表：整形領域の各施設の取り組み＞ 
座長：島根大学医学部附属病院 松尾和明、塚野 優 
1:「整形領域の一般撮影」      島根県立中央病院 放射線技術科 福間雄介
2:「当院の整形外科領域における外傷CT検査の取り組み」 大田市立病院 画像診断科 西平守人 
3:「骨情報取得の工夫」    えだクリニック PICTORUいずも画像診断室 尾崎史郎 
4:「骨軟部腫瘍の核医学検査」    島根大学医学部附属病院 放射線部 矢田伸広 
5:「転移性骨腫瘍に対する放射線治療」                   松江市立病院 放射線部 生垣秀敏 

 
＜教育講演＞ 
座長：松江市立病院 岩坂 徹 
「整形外科手術支援のコツ・勘・説」 

          奥州市総合水沢病院 医療技術部 放射線科 高橋伸光  先生 
 

＜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 
「当院骨粗鬆症リエゾンチーム誕生から６年の軌跡 ～院内から出雲圏域の二次骨折予防へ～」 

                      島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部 副部長 酒井 康生  先生 
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事業報告 
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「スタンプラリー」 
島根県済生会江津総合病院 放射線技術科 山口 裕三 

  
 島根大学医学部附属病院の宮原さんから先輩お願いしますとバトンを受け取りました。済生会江津総合
病院の山口と申します。前回は「道の駅」の話題でしたが、皆さん「道の駅スタンプラリー」をご存じで
しょうか。全国各地を中国地方などの区域に分けて道の駅を巡りながら専用スタンプを押して行くスタン
プラリーです。 

 さてスタンプラリーと言えば、子供が小学生の時、学校から「ふるさと発見スタンプラリーしまね」と
書いてあるA5サイズ144ページの冊子を持って帰りました。中を見ると、みんなの生まれた島根について
探ってみようと各市町村の紹介が載っていました。当時はまだ平成の大合併の前だったので59市町村（現
在は21市町村）ありました。目的は東西に長い島根県の市町村にある施設にスタンプが置いてあり、それ
を押した個数により記念商品が貰えるというチャレンジです。例えば東の出雲エリアの安来市では、足立
美術館・和鋼博物館・清水寺、西の石見エリアの津和野町では、森鴎外記念館・津和野現代フォトギャラ
リー・津和野観光リフトといった感じです。全部で140か所、期間は３年間、押したスタンプの個数によ
り貰える商品が違い、最高商品は100か所以上のコースで特産品10,000円相当でした。 

 なんとなくスタンプを押し始め、技師会の勉強会で東に西に行く度にちょっと寄り道して押したり、家
族でドライブがてら遠くに出かけて押したりして、数年かけて100か所以上のスタンプを集めました。そ
して最高商品を求めて応募し「島根和牛10,000円相当」をゲットすることができ、すき焼きで美味しくい
ただきました。おかげさまで「あ～あ～あそこね！」と言うぐらいの県内市町村の知識が頭の中にイン
プットされました。それから暫くスタンプラリーがマイブームとなりましたが、だんだん面倒くさくなり
やめてしまいました。 

 ここ数年、新型コロナで何処にも行くことが無くなり出不精になってしまいましたが、久しぶりに冒頭
で紹介した「道の駅スタンプラリー」でも挑戦してみようかなと思っているところです。「中国地方5県 
道の駅スタンプブック」は道の駅に500円で売っているようです。ところが県内だけでも「道の駅」は29
か所、中国地方となると104か所と、かなりハードルは高そうです。さあ来年の春、温かくなるころには
新型コロナも落ち着いていることを期待して、まず県内から始めましょうか。 

 次回は、技師学校繋がりで後輩の西部島根医療福祉センターの森山信次さんにバトンを繋ぎたいと思い
ます。よろしくお願いいたします。 

Relay Essay 
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今後の予定  
2022年度 一般社団法人島根県診療放射線技師会主催 
 
・西部地区研修会 および Informal Meeting in 石見 合同研修会 

 （益田赤十字病院 研修棟1階 講堂＋Hybrid開催 2022年12月3日㈯） 
 
・春季学術大会（松江赤十字病院 2023年3月6日㈰） 
 
＜お詫び＞ 
第３回告示研修を今年度に予定しておりましたが、研修を行うための要件を満たした会場確保が難し
く、中止とさせていただきます。参加を考えておられた皆様には申し訳ありません。 
来年度の開催日時等につきましては、決定後にホームページ等にてお知らせいたします。 

 

○2022年度 第4回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会 
        【開催日時】 2022 年 9 月 10 日 ㈯  14:00 ～ 15:30 
        【開催方式】 Web会議 
        【構  成】 22名（理事20名、監事2名） 
 
○2022年度 第5回 一般社団法人島根県診療放射線技師会 理事会 
      【開催日時】 2022年 11 月 22 日 ㈷ 10:00 ～ 11:00 
    【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。 

理事会 

会費納入について 
今年度の会費納入がお済みでない方は早急に納入をお願いします。 
 
今年３月に JARTから送付された会費払込票（合算請求伝票）を紛失された方は、JARTホームページ
内の「JART情報システム 」から再発行の申請が可能です。JART情報システムにログイン後、申請・
請求状況の確認の「請求状況を確認する」から払込票再発行の申請を行ってください。  
 
県会員のみ方は、2022年6月1日付け島放技発22第9号でご案内のとおり、以下の本会納入口座へお振
込みをお願い致します。 
 

一般社団法人島根県診療放射線技師会 のみに加入されている会員（県会員のみ） 
会費納入額 7,000円（2022年度島根県診療放射線技師会費） 
納 入 口 座  銀  行  名   山陰合同銀行 本店営業部 
         口座番号 （普通） 2471947  店  番  号  001 
 口  座  名   一般社団法人島根県診療放射線技師会 会長 山田正雄 
振込手数料  振込手数料はご負担ください 
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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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