
 

平成２８年度 通常総会 資料 
 

 日 時 平成２８年 6 月５日（日） １０：３０ ～ １２：００ 

               

場 所  岡山大学病院 鹿田キャンパス 臨床第二講義室 

         〒700-8558 岡山市北区鹿田町２丁目 5-1 

    Tel 086-223-7151 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

 

 

第 111回 岡放技セミナーおよび通常総会 
     

   ９：３０～１０：３０ 【教育講演Ⅰ】 

  『線量最適化支援ソリューション「DOSE WATCH」のご紹介 

    GE ﾍﾙｽｹｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社ｻｰﾋﾞｽ本部  坂木 洋 先生 

 

１０：３０～１２：００ 【平成 28年度通常総会】  

 

１３：００～１５：００ 【教育講演Ⅱ】 

『 （仮称）Test Bolus Tracking（TBT）法を用いた造影検査法の可能性』 

JCHO（ｼﾞｪｲｺｰ）北海道病院 放射線科 山口隆義 先生 

 
     ＊岡放技セミナーには「日本診療放射線技師会学術カウント」が付与されます。 

＊無料駐車場あります。 
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Ⅰ．総括 
 

 平成 27年度は、公益社団法人としての活動 3年目となりました。2年間の活動を踏まえて、

少しずつですが公益性のある活動を増やすことができました。 

 公益目的事業Ⅰは、“放射線の知識・理解を深める研修・技術”ですが、業務拡大のための統

一講習会、肺がん精密機関研修会、胃がん・大腸がん部会研修会、学術講演会、フレッシャーズ

セミナー等を開催することができました。 

 公益目的事業Ⅱは、“放射線の知識を普及させる講演・啓発事業”ですが、第 12回乳がん検診

無料体験及び市民公開講座、結核予防街頭キャンペーン、放射線パネル展、中学・高校への出前

講座、OT3コラボセミナー、各種アンケート調査を行いました。また、今年初めて行われたピン

クリボン岡山主催の乳がん無料検診及び市民公開講座にも共催という形で参加し、多くの県民の

方々に乳がん啓発を推進することができました。第 12回乳がん無料体験及び市民公開講座は、

倉敷成人病センターの多大なご協力を頂き、この場をお借りして感謝申し上げます。検診無料体

験者 9名、市民公開講座 14 名の市民の聴講があり、乳がん啓発事業に大いに貢献できました。

OT3 コラボセミナーでは、「模擬 CT検査の操作体験、3次元画像作成体験、放射線画像を使用し

たクイズやパズル」等を行い、小学生 204 名、中学生 3名を含めた 401名の来場者がありました。

中学校、高校への出前講義としては、倉敷中央高校と中高一貫校の天城中学校の 2校で実施する

ことができました。各種アンケート調査では、「岡放技活動調査アンケート」を実施し、会員か

らの様々な意見、要望を聞くことができ、各委員会事業へ反映することができました。 

 公益目的事業Ⅲは、“診療放射線技師会の活動を報告する出版事業”ですが、岡放技ニュース

を毎月発行することができ、会誌も無事発刊することができました。また、ホームページの頻繁

な更新により、新しい情報を提供することができました。 

 収益事業は、“不要な放射線被ばくを防止する線量測定事業”ですが、線量計の貸し出しも含

めて、岡山県下の医療施設 6か所の線量測定を実施しました。 

 その他の事業としては、“会員相互扶助”等の事業ですが、「表彰」として、JARTの 50年・30

年、県知事、県保健福祉部長、各保健所長、がん征圧事業功労の推薦を行いました。また、医療

従事者の親睦を深めるために、染色体験、ゴルフ大会を開催しました。交流会として、フレッシ

ャーズセミナー後の情報交換会を開催し、多くの新人の皆様に参加して頂き、入会促進を大きく

進めることができました。 

 平成 28年度の事業計画としましては、業務拡大のための統一講習会を中心に、昨年と同様の

事業を行うと共に、会員及び県民の皆様の期待に応えられるよう、一層の努力をしていく所存で

す。1つには、各施設における診断参考レベル（DRL）の適応を推進し、医療被ばくに対する防護

活動に力を入れていきたいと思っています。また、オセラ等の広告媒体を使って、診療放射線技

師職の重要性を訴えていきたいと思います。平成 28 年度も理事一同、皆様のご期待に添うよう

頑張りますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。 
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平成 28年度通常総会式次第 
 

１． 開会宣言 

２． 会長挨拶 

３． 表彰 

４． 議長選出 

５． 書記選出 

６． 議事録署名人選出 

７． 議事 

ⅰ）平成 27年度事業報告 

ⅱ）平成 27年度決算報告 

ⅲ）平成 27年度監査報告 

ⅳ）平成 28年度事業計画 

ⅴ）平成 28年度予算 

ⅵ）提案 

ⅶ）その他 

ⅷ）平成 28･29 年度 選挙管理委員の承認 

８． 書記解任 

９.  議長解任 

10.  閉会宣言 

 

Ⅱ．平成 27年度庶務報告 

 １．平成 27 年度役員                                （敬称略）  

  〔会長〕  藤 田   仁（草加病院） 

  〔副会長〕 小 畑 慶 己（独立行政法人国立病院機構 岩国医療センター）施設線量測定副委員長                                                                                                               

                                          放射線管理士部会長 

                                            教育副委員長 

田 原 誠 司（岡山大学病院）                     事務局委員長 

   〔監事〕   森 岡 泰 樹（岡山赤十字病院）     

高 尾  渉 （岡山旭東病院） 

   〔常務理事〕 大 野 誠一郎（岡山大学病院）       第１ブロック担当         財務委員長 

          小 林 有 基(岡山済生会総合病院)        第 2 ブロック担当         調査委員長 

          森 分 直 実（倉敷中央病院）       第 3ブロック担当        学術委員長 

                   菅 田 照 也（岡山旭東病院）       第 5ブロック          広報委員長 

  矢 原 謙 治（備前市立日生病院）     第 5ブロック担当        編集委員長 

          小 橋 高 郎（笠岡第一病院）             第 6ブロック            教育委員長 

田  淵 真  弘（金光病院）          第 6ブロック担当     福利厚生副委員長 

                                     組織委員長 

                   

   〔理事〕   梶 谷  努 （岡山赤十字病院）      第１ブロック       事務局副委員長 

藤 下 好 弘（岡山市立市民病院）     第 2ブロック担当       調査副委員長 

          近 藤 義 昭（倉敷リバーサイド病院）   第 4ブロック担当    表彰・慶弔委員長 

                   本 田 さだえ（赤磐市国民健康保険 熊山診療所）第５ブロック     組織副委員長 

                                         施設線量測定副委員長 

          池 本 裕 亮（岡山旭東病院）       第５ブロック担当         広報副委員長 

         岡 本 吉 生（井原市民病院）       第６ブロック     施設線量測定委員長  

放射線機器管理士部会長 

                   池 長 弘 幸（川崎医科大学附属病院）    第 6ブロック担当      編集副委員長  

武 田 典 之（玉野三井病院）       第７ブロック担当      学術副委員長 

          国府島 昌 之（長野病院）         第 8ブロック担当    福利厚生委員長 
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                                            組織副委員長 

          光 岡 由企夫（津山中央病院）       第 8ブロック担当       学術副委員長  

 

 〔相談役〕 大 村 博 信（自宅） 

  〔名誉会員〕山 崎   進（河田病院） 

       三 上 泰 隆（自宅） 

        上 田 良 作（自宅） 

    〔顧問〕   山 本 一 雄（津山中央病院） 

          熊 代 正 行（倉敷中央病院） 

                    北 山 卓 一（岡山大学病院）          

   

  〔選挙管理委員〕（平成 26・27年度） 

     委員長  赤 木 憲 明（岡山大学病院） 

 大 畠   康 （川崎医科大学附属病院） 

          田 原 義 成（岡山市立市民病院） 

          谷 口 顕 士（おさふねクリニック） 

萬 代 圭 悟（中島病院） 

 

  〔総会運営委員〕 

         平成 27年度 通常総会(2015.06.8) 

        総会運営委員長  

           矢 原 謙 治（備前市立日生病院） 

        総会運営委員 

           藤 下 好 弘（岡山市立市民病院） 

岡 本 昌 之（倉敷中央病院） 

           武 田 典 之（玉野三井病院）           

           近 藤 義 昭（倉敷リバーサイド病院）                   

           国府島 昌 之（長野病院）  

           岡 本 吉 生（井原市民病院）  

           光 岡 由企夫（津山中央病院） 

     

 ２．平成 27 年度各委員会委員 

  １）学術委員会 

     委員長   森分 直実    倉敷中央病院 

副委員長  光岡 由企夫   津山中央病院 

副委員長  武田 典之    玉野三井病院 

委員    寺本 善正    岡山旭東病院    

委員    中川 潤一    岡山済生会病院 

委員    沼田 美保    岡山大学病院（H27.12 まで） 

委員    三村 誠一    岡山大学病院（H28.1 より） 

委員    古谷 洋晃    岡山労災病院 

委員    角場 幸記    川崎医科大学附属病院 

委員    福永 正明    倉敷中央病院   

                     

    ２）教育委員会 

委員長   小橋高郎     笠岡第一病院 

     委員    黒住 晃     川崎医大附属病院 

     委員    近藤英夫     村上脳神経外科 

     委員    三好一外     津山中央病院 

     委員    蘆原友里     倉敷成人病センター 

 

   ３）福利厚生委員会 

委員長   国府島 昌之      長野病院 

副委員長  田淵 真弘        金光病院 
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委員    丸尾 隆行    竜操整形病院  

委員    小幡 尚樹    笠岡市立市民病院  

委員    小森 陽一郎   井原市民病院  

 

   ４）組織委員会 

委員長    田淵 真弘     金光病院 

副委員長  国府 島昌之    長野病院 

副委員長  本田 さだえ   赤磐市国民健康保険熊山診療所 

委員     大西 健夫     淳風会健康管理センター 

委員     谷口 美保     名越整形外科医院 

委員     池田 茂良     笠岡市民病院 

委員     逸見 典子    （株）メディカルクリエート 

委員     船山 麻弓     赤磐医師会病院 

委員     迫  寛明      高梁中央病院  

委員    寺園  志保        倉敷成人病センター 

 

   ５）調査委員会 

委員長   小林 有基         岡山済生会総合病院           

副委員長  藤下 好弘         岡山市立市民病院       

      委員     福島 孝          岡山西大寺病院  

     委員    永安 良徳         赤磐医師会病院   

     委員    渡辺 庄一         岡山済生会昭和町健康管理センター  

 

   ６）編集委員会 

委員長   矢原 謙治    備前市立日生病院 

     副委員長  池長 弘幸    川崎医科大学附属病院 

     委員    松本 浩二    岡山第一病院 

     委員    赤木 耕平    瀬戸内市民病院 

     委員    若林 幸之助   岡山県精神科医療センター 

     委員    奥田 圭一    倉敷中央病院 

 

   ７）広報委員会   

委員長   菅田 照也    岡山旭東病院 

副委員長  池本 裕亮    岡山旭東病院 

委員    大枝 嗣人    榊原病院 

     委員    藤田 卓史    津山中央病院 

     委員    杉野 修一    岡山旭東病院 

     委員    高尾 渉     岡山旭東病院 

 

   ８）施設線量測定委員会 

 委員長     岡本 吉生    井原市立井原市民病院 

副委員長  土本 真也    竜操整形外科病院 

副委員長   本田 さだえ   赤磐市国民健康保険熊山診療所 

委員       近藤 英夫    村上脳神経外科内科 

委員       小畑 慶己    岩国医療センター 

委員       渡辺 治夫    倉敷中央病院 

委員       池田 茂良    笠岡市立市民病院 

委員       中桐 泰隆    矢掛町国民健康保険病院 

委員       笹田 美穂    高梁市川上診療所 

委員       高見 敏之    赤磐市国民健康保険熊山診療所 

 

９）表彰慶弔委員会 

委員長    近藤 義昭         倉敷リバーサイド病院  

     委員      山本 一雄         津山中央病院  

     委員     藤 照正           倉敷成人病センター  

     委員     藤田 仁           草加病院  

    委員    小畑 慶己         岩国医療センター 
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       委員    田原 誠司         岡山大学病院 

    委員    大野 誠一郎       岡山大学病院 

             

   １０）財務委員会 

委員長   大野 誠一郎      岡山大学病院 

        委員     中村 伸枝       岡山大学病院 

     委員     田原 妙子      事務員 

   

   １１）事務局委員会 

委員長   田原 誠司       岡山大学病院 

副委員長   梶谷 努        岡山赤十字病院 

   委員    渡辺 治夫        倉敷中央病院 

    委員     田原 妙子       事務員 

 

  １２）倫理委員会 

     会長、副会長及び常務理事 

 

 ３．平成２７年度会員動向 

平成２６年度末会員数   ６８４名        

  新入会会員数 ２８名    再入会会員数  ２名    転入会員数  ３名    

転出会員数   ７名    退会会員数  １４名    除籍会員数  ３名 

  物故者     ０名    除名      0名 

平成２７年度末会員数    ６９３名    

 

４．物故会員 

       なし 

   

５．被表彰会員 

●岡山県診療放射線技師会 特別表彰 

  藤 原 英 朗 会員  

 

●最優秀エッセイ賞 

「元でぇれぇーガールズの独り言」  

  本 田 さだえ 会員 （赤磐市国保 熊山診療所） 

 

     ●平成２７年度受賞報告 

①岡山県医療功労者 

・福祉部長表彰  

平成 27年 5 月 14日  三木記念ホール 

菅田 照也氏 60歳 （岡山旭東病院） 

 

②地域保健功労者 

ⅰ.岡山市公衆衛生功労者表彰 

平成 27日 10月 22日  岡山市役所 

         田淵 昭彦氏 50歳（川崎医科大学附属川崎病院）  

ⅱ. 備中保健所長表彰 

         平成 27年 11 月 5 日 岡山県備中県民局 

          近藤 英夫氏 57歳 （村上脳神経外科内科） 

ⅲ.倉敷市保健福祉功労 倉敷市表彰 

平成 27年 11月 5日 くらしき健康福祉プラザ 

藤 照正氏 55歳 (倉敷成人病センター) 

 

③がん征圧事業功労 

岡山県健康づくり財団理事長感謝状 がん征圧事業功労     
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平成 27年 9 月 2日 三木記念ホール 

（個人）末森 慎治氏 56歳 （岡山大福クリニック） 

（団体）公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

 

  ④平成 27年度日本診療放射線技師会永年勤続表彰 

        第 31回日本診療放射線技師学術大会において 

国立京都国際会館  平成 27年 11月 21 日 

＜30年＞ 

中井 睦郎 会員（岡山大学病院） 

三村 浩朗 会員（川崎医科大学附属病院） 

    

 ６．会議並びに事業 

  通常総会 １回 

     会計監査         ２回 

   選挙管理委員会 ２回 

   常務理事会        １回 

総会運営委員会                            １回 

   理事会 ６回 

   学術委員会 ５回 

     OT3連絡協議会               ４回 

   教育委員会 ５回 

   福利厚生委員会   １回 

   組織委員会   ３回 

    調査委員会  １回 

   編集委員会  ２回 

   広報委員会 ３回 

   施設線量測定委員会 ８回 

   表彰慶弔委員会 ５回 

財務委員会 １２回 

事務局委員会 １回 

施設漏えい線量測定             ８回 

線量計貸出                ４回 

   市民公開講座        １回 

     県委託講習会開催 

   ・結核検診従事者精度向上研修会 ３回 

   ・胃がん検診従事者精度向上研修会  １回 

   ・岡放技セミナー ５回 

 結核予防週間街頭キャンペーン １回 

 パネル展開催 １回 

   レントゲン週間協賛事業 

   ・乳がん検診無料体験 １回 

   ・市民公開セミナー １回 

  ・パネル展 １回 

 ・中学校、高等学校講義 ３回 

 他団体主催事業への後援 ２回 

 ゴルフ大会 １回 

 ビアパーティー １回 

 ボウリング大会 ０回 

会誌発行 １回 

 岡放技ニュース発行 

       印刷発送                ４回 

   WEB掲載                ７回 
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   日本放射線技師会総会出席  １回     

   日本放射線技師会会長会議出席  ２回 

   中四国放射線技師会会長会議出席 ３回 

    岡山県成人病検診管理者指導協議会会議出席 ３回 

   平成 27年度地域医療事業功労者表彰式出席  ４回 

   川崎医療短期大学入学式出席 １回 

   川崎医療短期大学卒業式出席 １回 

     

７．常務理事会及び理事会開催日と議題 

   第１回理事会 

     日時 ：平成２７年５月８日（金） １９時１０分から 

     場所 ：岡山大学病院 マスカットキューブ 

     議題 ：１．会長ならびに各委員会の報告 

          ２．平成２７年度決算報告 

          ３．平成２７年度監査報告 

          ４．総会資料の承認 

          ５．「ピンクリボン岡山」会議の報告 

          ６．「CSFRT２０１５（香川）の奨励賞候補」について 

          ７．７０周年記念事業に関する諸規程について 

          ８．「岡山県南西部圏域救急医療体制推進協議会委員」の推薦者について 

          ９．その他 

           

第２回理事会 

     日時 ：平成２７年６月７日（日） １２時００分から 

     場所 ：岡山大学病院 第一臨床講義室 

     議題 ：１．代表理事選定の件 

          ２．副会長選定の件 

          ３．業務執行理事選定の件 

          ４．各委員会の委員長について 

          ５．「ピンクリボン岡山」会議の報告 

          ６．統一講習会について 

          ７．その他 

 

第３回理事会 

     日時 ：平成２７年７月３１日（金） １９時００分から 

     場所 ：岡山旭東病院 会議室ひるがお 

     議題 ：１．会長ならびに各委員会の報告 

          ２．平成２７年度 第１回中四国会長会議の報告 

          ３．JART 第 76回定時総会の報告 

          ４．「ピンクリボン岡山」会議の報告 

          ５．各委員会委員の承認 

          ６．ＣＳ９(中四国女性診療放射線技師活躍推進班)より報告 

          ７．乳がん自己触診ファントム貸出し規程（規約）について 

          ８．「岡山県災害時公衆衛生チーム」の編成要請 

          ９．その他 

 

第４回理事会 

     日時 ：平成２６年１０月２３日（金） １９時００分から 

     場所 ：岡山大学病院 マスカットキューブ 

     議題 ：１．会長ならびに各委員会の報告 

          ２．平成２７年度 第２回中四国会長会議・教育委員長会議の報告 

          ３．ＣＳ9（中四国女性診療放射線技師活躍推進班）より報告 
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          ４．その他 

           

第５回理事会 

     日時 ：平成２８年 1月１５日（金） １９時００分から 

     場所 ：岡山赤十字病院 南館１階 研修室 

     議題 ：１．会長ならびに各委員会の報告 

          ２．平成２７年度 第 3回中四国会長会議報告 

          ３．全国会長会議報告 

          ４．ＣＳ９第２回研修会開催の報告 

          ５．「平成 28年度放射線機器管理地域研修会」の開催について 

          ６．「日本脳卒中協会岡山県支部」への協賛について 

          ７．その他 

 

第１回常務理事会 

      日時 ：平成２８年２月２６日（金）１９時１５分から 

      場所 ：岡山旭東病院 会議室 あさがお 

      議題 ：１．各委員会の来年度事業計画について 

          ２．来年度の予算案について 

          ３．岡放技学術助成金規程および申請書様式について  

          ４．その他 

 

第６回理事会 

     日時 ：平成２８年３月１８日（金） １９時１５分から 

     場所 ：岡山市民病院 ２階 会議室 

     議題 ：１．会長ならびに各委員会の報告 

         ２．来年度の事業計画案について 

          ３．来年度予算（案）について 

          ４．平成２８年度 通常総会について 

          ５．岡放技学術助成金規程および申請書様式について 

          ６．特別表彰について 

７．後援、共催、協賛、後援について 

８．その他 

 

Ⅲ．平成２７年度事業報告 

公益目的事業１  放射線の知識・理解を深める研修・技術促進事業 

（１） 肺がん精密検診機関研修会 

（２）胃がん・大腸がん部会研修会など 

■第 108回岡放技セミナー 

主 催 ： 公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

日 時 ： 平成 27年 9 月 27日（日）12：30～15：30  受付 12：00～ 

場 所 ： 津山中央病院 別館 医療研修センター２階講義室 

      〒708-0841 津山市川崎 1756番地 TEL 0868-21-8111（無料駐車場あり） 

参加費 ：会員・学生は無料 非会員 2000円  

後 援 ： 岡山県（健推第 556号：平成 2７年 7月 21日） 

参加者 ：51名 

------------プログラム------------ 

12：30～13：00【話題提供】 

『従来法と異なる新しい胸部 X線画像の骨組織透過処理および経時差分処理について』 

                 株式会社東陽テクニカ   大平 直隆 先生 

肺がん部会 CT研修会 

13：10～13：50【教育講演Ⅰ】  

『 診断参考レベルと検査目的を考慮した CT検査の試み 』 

                 倉敷中央病院 放射線技術部  福永 正明 先生 
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14：00～15：30【教育講演Ⅱ】  

『 医療被ばく低減施設取得の流れ（その１） 』 

      津山中央病院 放射線技術部  吉田 勝 先生 

『 医療被ばく低減施設取得の流れ（その２） 』 

      津山中央病院 放射線技術部  伊田 和司 先生 

 

■第 109回岡放技セミナー 

主 催 ： 公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

日 時 ： 平成 27年 12月 6日（日）13：00～  受付 12：30～ 

場 所 ： 倉敷中央病院 大原記念ホール 

      〒710-8602 岡山県倉敷市美和 1-1-1 無料駐車券を発行します。 

参加費 ： 非会員 2000円 会員および学生無料 

後 援 ： 岡山県（健 第 934号：平成 27年 10 月 21日） 

参加者 ：35名 

------------プログラム------------ 

肺がん部会 CT研修会 

13：00～13：40【教育講演Ⅰ】  

『 Novel Contrast-Injection Protocol for High-resolution Abdominal CT-angiography  

: Vascular Visualization Improvement using a Vasodilator 』 

            岡山県済生会総合病院 画像診断科  星加 美乃里 先生 

13：40～14：30【教育講演Ⅱ】  

 『 胸部領域の FDG PET/CT診断：使える？使えない？』 

        倉敷中央病院 放射線診断科 核医学診療部長  中谷 航也 先生 

14：40～15：30【特別講演 】 

『 国際学会の魅力 ～切符も買えない私が海外発表して良いですか？～ 』 

                    産業医科大学 放射線部  高木 剛司 先生 

 

■第 110回岡放技セミナー 

主 催 ： 公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

日 時 ： 平成 28年 3 月 6日（日）13：10～  受付 12：40～ 

場 所 ：岡山大学鹿田キャンパス内 Junko Fukutake Hall 

     〒700-0914 岡山県岡山市北区鹿田町２丁目５− １ 無料駐車券を発行します。 

参加費 ： 非会員 2000円 会員および学生無料 

参加者 ：56名（非会員１名） 

------------プログラム------------ 

胃がん大腸がん研究会 

13:10～13:50 【教育講演Ⅰ】 

『大腸 CT導入の軌跡』 

  一般財団法人 倉敷成人病センター 放射線技術科  木下 琢実先生 

 

肺がん部会 CT研修会 

14:00～16:00 【教育講演Ⅱ】 

『 胸部単純 X線写真・CT ～治療戦略を誤らないために～』 

大分大学医学部附属病院 放射線科講師  岡田 文人 先生 

 

（３）学術研究発表会 

■第 106回岡放技セミナー 

研修会名： 第 106回岡放技セミナー 

主 催 ： 公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

日 時 ： 平成 27 年 6月 7日（日）13時より（12時 30分受付開始） 

場 所 ： 岡山大学病院 臨床講義棟第二講義室 

参加費 ： 無料 

―  プログラム  ―   

10：00～12：00 総会 
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13：00～13：30【トピックス】 

『 ポータブル撮影における画像処理技術 』  

富士フイルムメディカル MS 部販売促進グループ西日本センター  島内真路 先生 

13：30～14：15【教育講演Ⅰ】 

『 診断領域を中心とした物理研究の勧め：必要な基礎知識 』 

徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部  林 裕晃 先生 

14：25～15：10【教育講演Ⅱ】 

『 診断領域を中心とした物理研究の勧め：研究内容の紹介 』 

徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部  林 裕晃 先生 

     参加者： ７５名 

 

（４）学術講演会 

●「乳がんから女性をまもろう」乳がん検診無料体験・一般公開講座 

第12回「乳がんから女性を守ろう」乳がん検診無料体験・市民公開講座 

＜主催＞  公益社団法人 岡山県診療放射線技師会  

＜日時＞  平成28年2月 28日（日） 13:00～17:00  

＜場所＞  第１部 市民公開講座 13:30～15:00 

第２部 乳がん検診無料体験 15:05～17:00 

     （検診を受診されない方へ映画上映 15:05～15:25） 

＜タイムスケジュール＞ 

13:25   開会:会長挨拶，司会     

13:30  【一般公開講座1】 

「乳がん検診について」 

仁科拓也 先生（倉敷成人病センター 外科部長） 

14:00  【一般公開講座2】 

「実際の検査について」 

寺園志保 先生（倉敷成人病センター 放射線技術科）  

14:30  【一般公開講座3】 

「乳がん，早期発見のおすすめ」 

宮本絵実先生（乳がん患者会 あけぼの岡山）  

15:00   第１部閉会の挨拶 

15:05   第２部開始 

           受診者を検診へ誘導し検診開始 

並行して，1階ロビーにおいて乳がん検診啓発映画「一枚のコイン」 

（ピンクリボン青森制作）を繰り返し上映．同時にパネル展，被ばく相

談，ファントム触診体験を開始． 

 

（５）フレッシャーズセミナー 

■第 107回岡放技セミナー 

研修会名： 第 107回岡放技セミナー フレッシャーズ 

主 催 ： 公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

日 時 ： 平成27年8月2日（日）13時30分より 

場 所 ： ピュアリティまきび  TEL 086-232-0511 

参加者 ： 入会予定 21名 

      正会員  50名 

 
公益目的事業２ 放射線の知識を普及させる講演・啓発活動事業 

（１）「乳がんから女性をまもろう」乳がん一般公開講座・検診無料体験 

   第 12回乳がん検診無料体験・一般公開講座『乳がんから女性を守ろう』 

日時：平成 28年 2月 28日（日）13:30-16:30 

場所：倉敷成人病健診センター 

共催：倉敷成人病センター 

後援：岡山県，倉敷市，山陽新聞，倉敷市連合医師会，日本診療放射線技師会，ピンクリボン岡山 

協賛：健康おかやま 21 
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業務委託契約：倉敷成人病健診センターと締結 

広報：チラシ 4500部発行 4000部を倉敷市愛育委員へ配布 

   広報くらしき 2 月号地域情報掲示板掲載 

   山陽新聞掲載 

   倉敷ケーブルテレビ出演 

参加：市民公開講座参加者 23名（無料検診体験受診者 9名を含む） 
 

ピンクリボン岡山共催 

 日時：10月 4日（日）9:30～15:00  

    場所：岡山コンベンションセンター 

 参加：6名 

 内容：青森県診療放射線技師会作成『一枚のコイン』上映 

    乳癌無料検診（70名），無料相談，啓発ティシュペーパー配布 

 日時：10月 17日（土） 

 場所：イオン岡山 5F未来ホール 

 参加：5名 

 内容：午前：『ぼくたちの家族』映画上映予定，啓発ティシュペーパー配布 

    午後：県民公開講座（200名を越える参加あり） 

 
（２） 街頭キャンペーン 

    結核予防週間街頭キャンペーン共催 

日時：平成 27年 9月 12日（土） 

場所：岡山駅 1階サンフェスタ岡山 

参加：8名 

内容：啓発ティシュペーパー配布 

 

（３）ＯＴ３コラボセミナー 

第 7回 Okayama Technologhst Cubic セミナー  

～病院のしごと体験 「本気で病院ごっこしよう！」～  

日 時 ：平成 28年 1月 23日（土曜日）12：00～16:00 

場 所 ：人と科学の未来館サイピア/岡山生涯学習センター 

〒700-0016 岡山市北区伊島町 3-1-1 TEL086-251-9752   

参加費 ： 無料 

後 援 ： 岡山県、岡山県教育委員会、山陽新聞社 

実施内容： 

【岡山県診療放射線技師会】  

『模擬 CT検査の操作体験・3次元画像作成体験・放射線画像を使用したクイズやパズル および

放射線啓発パネル展示』 

【岡山県臨床工学技士会】 

『体験型で、人工呼吸器、AED、内視鏡、生体情報モニタ、超音波メスなどの体験』 

【岡山県臨床検査技師会】 

『顕微鏡で何か見る体験。簡易でできる検査体験。ミニ超音波機器での観察体験』 

参加者：公益社団法人 岡山県診療放射線技師会スタッフ 14名 

一般社団法人 岡山県臨床工学技士会スタッフ 22名 

一般社団法人 岡山県臨床検査技師会スタッフ 22名 

来場者：401名（幼児 106小学生 204中学生 3 大人 88） 

 
（３） 調査事業 

① 第 106回岡放技セミナー   

 平成 27年 6月 7日（日） 

 岡山大学病院 臨床講義棟第二講義室 

参加者 75名   回答者数 12名 

 

②第 107回岡放技セミナー 平成 27年度フレッシャーズセミナー   
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平成 27年 8月 2日（日） 

ピュアリティまきび 

  参加者数 71名  回答者数 16名 

③第 108回岡放技セミナー（肺がん部会 CT研修会・胃がん大腸がん部会）  

     平成 27年 9月 27日（日） 

     津山中央病院 別館 医療研修センター2階講義室 

 参加者数 51名   回答者数 28名 

④第 109回岡放技セミナー 

 平成 27年 12月 6日（日）  

岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会 

平成 27 年度 第 2 回肺がん部会 CT研修会（肺がん精密検診機関研修会） 

倉敷中央病院 大原記念ホール 

参加者 40名    回答者 21名 

⑤平成 27年度岡山診療放射線技師会活動アンケート  

      アンケート実施期間 平成 28年 1月 12日～2月 15日 

   配布総数 707通  回収数  209通  回収率 29.6% 

⑥乳がん検診無料体験・一般公開講座『乳がんから女性をまもろう』  

  平成 28年 2月 28 日（日）   

倉敷成人病センター 

  ・検診体験  参加者数  9名   回収数   7名 

  ・講習のみ  参加者数 14名   回収数  14名 

⑦第 110回岡放技セミナー 

     岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会 

平成 27年度 第 3回肺がん部会 CT研修会・ 第１回胃がん・大腸がん研究会 

  平成 28年 3月 6日（日）   

岡山大学 Junko Fukutake Hall 

参加者数 56名     回収数 34名 

 

岡放技ニュース掲載 

① 平成 26年度岡山県診療放射線技師会活動アンケート調査結果 

       ニュース 226号掲載 

 
（５）その他の講演・啓発活動事業 

 岡山医療放射線展（OT^3に併設） 

日時：平成 28年 1月 23日（日） 

場所：岡山県生涯学習センター 人と未来の未来館サイピア 

内容：医療用放射線啓発パネル展，自然放射能の啓蒙，クイズ大会 

 

 OT3開催時の一般公開講座は中止 

 

 中学校・高等学校出前講座 

岡山県立倉敷天城中学校 出前講座 

     日時：7月 22日（水）・23日（木） 

     講師：川崎医療短期大学 北山 彰 

 

    倉敷中央高校出前講座 

  日時：11月 4日（水）9:00-10:50 

  講師：岡山大学大学院保健学研究科 澁谷光一 

 

 広報誌にＰＲ記事を掲載 

    広報誌オセラにＰＲ記事を掲載（2回目/3回目） 

        形式：岡山県臨床工学技士会および臨床検査技師会との対談 

         出席者： 
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           岡山県診療放射線技師会 会長  藤田 仁 

           岡山県診療放射線技師会 副会長 小畑慶己 

           岡山県臨床検査技師会  副会長 黒川幸徳 

           岡山県臨床検査技師会  副会長 木村泰治 

           岡山県臨床工学技士会  会長  田中昭彦 

           岡山県臨床工学技士会  副会長 小野淳一 

 

 『第 2回技師長会議』の実施 

    日時：平成 27年 8月 2 日(日) 16：00～18：00（15：30受付開始） 

会場：ピュアリティまきび 2F『白鳥』 

参加：21施設 28名 

講演：「新人・中堅技師教育、管理者教育についてのマネジメント」 

    『シーメンスの取組～リーダーシップ開発よりご紹介』 

   シーメンス・ジャパン（株） 

ヒューマンリソーシス本部 教育研修担当 小関和人先生 

『シーメンスの取り組み～営業マネージャー向けトレーニングの実際～』 

  カスタマーリレーションシップマネジメント部 奥濱真澄 

 

公益目的事業３  診療放射線技師会の活動を報告する出版事業 

（１） 会報（岡放技ニュース）の発行 

岡放技ニュース発行に伴う原稿依頼・編集・校正・印刷・発送等の作業を実施した。 

     印刷発行  No．226， 229， 231， 233，  計 4回 （各 750部） 

     WEB掲載のみ  No．225，227，228，230，232，234，235   計 7回 

 

（２）会誌の発行 

会誌 No.35発行に伴う原稿依頼・編集・校正・印刷・発送等の作業を実施した。 

      会誌 No.35（平成 28年 2月 10日）の印刷発行 （850部） 

 

（３）リーフレットの発行 

（４）広報（ホームページ） 

１．HPの更新  94回 

・各種研究会･研修会等の案内 …… 31回 

・求人情報      ………    13回 

・岡放技ニュース(№226～№235) …  10回 

・事務局からのお知らせ  ……   35回 

・その他の HPの修正   ……   5回  

２．アーバンインターネットサービスの廃止 (2016 年 3月 25日) 

３．広報委員会の開催  3回 

４．メールによる医療被ばく相談  0件 

５．電話による医療被ばく相談   0件 

 
収益事業１ 不要な放射線被ばくの防止をする線量測定事業  

（１） 線量測定事業 

①線量計貸出 2 施設 

②漏洩線量測定実施施設 5施設 

    

その他の事業（相互扶助等事業） 会員及び医療従事者との親睦を深める相互扶助等事業 

（１） 会員の表彰慶弔 

平成２７年度受賞報告 

①岡山県医療功労者 

・福祉部長表彰  

平成 27年 5 月 14日  三木記念ホール 

菅田 照也氏 60歳 （岡山旭東病院） 

②地域保健功労者 
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ⅰ.岡山市公衆衛生功労者表彰 

平成 27日 10月 22日  岡山市役所 

         田淵 昭彦氏 50歳（川崎医科大学附属川崎病院）  

ⅱ. 備中保健所長表彰 

         平成 27年 11 月 5 日 岡山県備中県民局 

          近藤 英夫氏 57歳 （村上脳神経外科内科） 

ⅲ.倉敷市保健福祉功労 倉敷市表彰 

平成 27年 11月 5日 くらしき健康福祉プラザ 

藤 照正氏 55歳 (倉敷成人病センター) 

③がん征圧事業功労 

岡山県健康づくり財団理事長感謝状 がん征圧事業功労     

平成 27年 9 月 2日 三木記念ホール 

（個人）末森 慎治氏 56歳 （岡山大福クリニック） 

（団体）公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

 ④平成 27年度日本診療放射線技師会永年勤続表彰 

       第 31回日本診療放射線技師学術大会において 

国立京都国際会館  平成 27年 11月 21 日 

＜30年＞ 

中井 睦郎 会員（岡山大学病院） 

三村 浩朗 会員（川崎医科大学附属病院） 

    

（２）競技開催による親睦 

     ①第 1回ゴルフ大会 

    日時 ：平成 27年 11月 15日(日) 

      会場 ：総社国際ゴルフ倶楽部 

           〒719-1103 岡山県総社市西阿曾 1800 

             ℡ (0866)99‐9311 

集合時間：8 時 50分（スタート時間 9時 37 分アウトスタート） 

参加費：3,000円 

      参加 ：2組 8名 

        

② 第 18回ボウリング大会 

       開催日時：平成 28年 3月 13日(日) 10：00集合 10：20スタート 

       開催場所：ユーズボウル津山店 岡山県津山市河辺字濱田 844-1 

Tel：0868-21-7333 

http://www.us-bowl.co.jp/tsuyama/ 

       参加費 ：1000円(別に、技師会より靴代として 500円を補助) 

上記日程で企画・開催を予定していたが、参加施設の偏りがあったために今回は中止（延期） 

させていただいた。 

 

（３）交流会 

   ①第 3 回会員家族交流会『染色体験』の実施 

     日 時：平成 27年 6 月 28日（日）10：30～12：30（10：00集合） 

場 所：『どんぐり工房』    倉敷市児島下の町 4-10-8  

     参 加：6 家族 13グループ（大人 10人、子供 8人） 

体験費：2,000円/グループ（内、技師会からの補助 500円） 

 

    ②『第 17回情報交換会』の実施 

     日 時：平成 27年 8 月 2日(日) 18:30～21:00（18：00受付開始） 

会 場：ピュアリティまきび 1F レストラン『パルティール』 

参 加：51名（新入会員 16 名、一般会員 24名、賛助会員 9名、ほか 2名） 

会 費：新入会員（本年度入会予定者も含む）無料（他県からの転入者も含む） 

入会後 3 年以内の会員 1,500 円 （他県からの転入者も含む） 

http://www.us-bowl.co.jp/tsuyama/
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会員・賛助会員・学生 3,000 円 

 

１６．その他 

会長の動向 

平成 27年 4月 3日（金） 「川崎医療短期大学入学式」に出席 

      平成 27年 4月 10日（金） 「ピンクリボン岡山」会議に出席（岡山保健福祉会館） 

      平成 27年 4月 16日～18 日「日本放射線技術学会第 71回総会学術大会」に出席（パシフィコ横浜） 

平成 27年 5月 2日（土）  岡放技会計監査に出席 （岡放技事務所） 

    平成 27年 5月 14日（木） 県知事・県福祉部長表彰式に出席  （三木記念ホール） 

    平成 27年 5月 30日（土）～31日（日） 中四国会長会議に出席  （香川県琴平町） 

    平成 27年 6月 5日（金）～6日（土）X線発見 120 周年記念式典及び JART第 76回定時総会に出席  

 （パレスホテル東京、TKPガーデンシティー竹橋） 

    平成 27年 6月 7日（日） 岡放技「平成 27年度通常総会」に出席 （岡山大学病院） 

    平成 27年 6月 21日（日） 「橋本がく前進の集い 2015」に出席 （倉敷アイビースクエア） 

平成 27年 7月 3日（金） 編集委員会に出席 （技師会事務所） 

      平成 27年 8月 2日（日） フレッシャーズ及び情報交換会に出席 （ピュアリティまきび） 

     平成 27年 9月 2日（水） がん征圧事業功労表彰式に出席    （三木記念ホール） 

  平成 27年 9月 5日（土） 中四国会長会議・教育委員長会議に出席 岡山シティーホテル桑田町） 

    平成 27年 9月 12日（土） 結核予防週間街頭キャンペーンに参加 （岡山駅周辺） 

    平成 27年 9月 27日（日） 第 108回岡放技セミナーに出席（津山中央病院） 

    平成 27年 10月 10日（土）あぜもとを囲む会に出席（グランドプリンスホテル広島） 

    平成 27年 10月 17日（土）ピンクリボン岡山「県民公開講座」に参加（イオンモール岡山） 

    平成 27年 10月 22日（木）岡山市公衆衛生功労者表彰式に出席（岡山市役所） 

平成 27年 10月 25日（日） JART基礎講習「MRI検査」に出席 （岡山旭東病院） 

平成 27年 11月 7 日(土)～8日（日） CSFRT2015に出席（サンポート高松） 

平成 27年 11月 13日（金） 編集委員会に出席（技師会事務所） 

平成 27年 11月 14日（土） 岡山救急医療研究会に出席 （川崎医大現代医学教育博物館） 

平成 27年 11月 21日(土)～23日(月) 第 31回日本診療放射線技師学術大会に出席  

（国立京都国際会館） 

平成 27年 11月 22日（日） 全国会長会議に出席 （国立京都国際会館） 

平成 27年 11月 27日（金） 「ピンクリボン岡山」反省会に出席（岡山市保健福祉会館） 

平成 27年 12月 3 日（木） 「統一講習会」の件で県の医療推進課を訪問 （岡山県庁） 

平成 27年 12月 10日（木） 「総決起大会打ち合わせ会」に出席（岡山衛生会館） 

平成 27年 12月 19日（日） 「あぜもと将吾を囲む会」に出席（ＡＮＡクラウンズプラザホテル宇部） 

平成 28年 1月 10 日（日） 「総決起大会」に出席 

平成 28年 1月 11 日（月）  公明党の「新春の集い」に出席（岡山プラザホテル） 

平成 28年 1月 16 日（土）  県医師会「新春の集い」に出席（ホテルグランビア） 

        医療推進課課長に医療監視のおり統一講習会の受講の有無を聞くことを依頼した。 

前向きな回答があった。 

平成 28年 1月 19 日（火） 「乳がん無料体験及び公開講座」打ち合わせ会に出席  

（倉敷成人病センター） 

平成 28年 1月 23 日（土） 「岡山医療放射線展（OT3）」に出席（岡山県生涯学習センター） 

平成 28年 2月 7日（日） 「乳がん無料体験及び公開講座」打ち合わせ会に出席 

（倉敷成人病センター） 

平成 28年 2月 11 日（木） 「あいさわ一郎新春の集い」に出席（ホテルグランビア） 

平成 28年 2月 15 日（月） 「岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会肺がん部会」に出席 

                                                       （ピュアリティまきび） 

平成 28年 2月 26 日（金）  常務理事会に出席 （岡山旭東病院） 

平成 28年 2月 28 日（日） 「乳がん無料体験及び公開講座」に出席（倉敷成人病センター） 

平成 28年 3月 6日（日）  「第 110回岡放技セミナー」に出席（岡山大学病院 Jホール） 

平成 28年 3月 15 日（火） 「川崎医療短期大学卒業式」に出席 （川崎医療短期大学） 

平成 28年 3月 20 日（日） 「津山中央がん陽子線治療センター」内覧会及び記念式典に出席  

（津山中央病院） 
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Ⅳ 平成２７年度決算報告 

   別途資料① 平成 27 年度財務諸表 

 

Ⅴ 平成２７年度監査報告 

   別途資料② 

 

 

Ⅵ 平成２８年度事業計画 

公益目的事業１  放射線の知識・理解を深める研修・技術促進事業  

（１）肺がん精密検診機関研修会 

（２）胃がん・大腸がん部会研修会など 

■第 113回岡放技セミナー 

 日時：平成 28年 9 月 4日予定 

   場所：津山中央病院 別館 医療研修センター２階講義室 

   内容：未定 

   参考：日本診療放射線技師学術大会 =9/16～18 

 

■第 114回岡放技セミナー 

 日時：平成 28年 11月 6 日予定 

   場所：倉敷中央病院 大原記念ホール 

   内容：未定 

   参考：CSFRT2016＝11/19.20 

 

■第 115回岡放技セミナー 

   日時：平成 29年 3月 5 日 

   場所：岡山大学病院 マスカットキューブ MUSCAT CUBE 予定  

   内容：未定 

 

（３）学術研究発表会 

（４）学術講演会 

■第 111回岡放技セミナー 

日時：平成 28年 6月 5日（日）技師会総会時に開催予定 

場所：岡山大学病院 臨床講義棟 

内容： 

9:30～ 教育講演Ⅰ 

10:30～ 総会 

13:00～ 教育講演Ⅱ（JCHO北海道病院 山口隆義先生 2時間の講演予定） 

   

（５）フレッシャーズセミナー 

■第 112回岡放技セミナー 

 平成 28年度フレッシャーズセミナー 

   日時：平成 28年 7月 24日 

   場所：ピュアリティまきび 

 

公益目的事業２ 放射線の知識を普及させる講演・啓発活動事業 

（１）「乳がんから女性をまもろう」乳がん一般公開講座・検診無料体験 

  平成 28年 10月 15日（土）高梁市総合文化会館，高梁市文化交流会館で開催予定 

    高梁健康福祉祭に合わせて開催する 

         

（２）街頭キャンペーン 

結核予防週間街頭キャンペーン 

    平成 28年 9月○○日予定 

   

（３）ＯＴ３コラボセミナー 
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■第 8回 OT3コラボセミナー 

 担当：臨床検査技師会 

   日時：平成 29年 1月予定 

   場所：未定 

   内容：未定 

 

（４）調査事業 

①  岡放技セミナー アンケート （4回予定） 

② 医療放射線啓発イベント 

③ 乳がんから女性を守ろう 乳がん検診無料体験・市民公開講座 

④ 岡放技活動調査アンケート 施設対象  

⑤ 調査委員会開催  

 

（５）その他の講演・啓発活動事業 

①中学校・高等学校出前講座 

      天城中学校ほか 

      28年度は備前市の中学校で出前講座を計画している（講師 渋谷先生） 

  

②医療放射線啓発パネル展の開催または広報誌にＰＲ記事を掲載？ 

   オセラに記事を掲載予定 

          

公益目的事業３  診療放射線技師会の活動を報告する出版事業 

（１）会報（岡放技ニュース）の発行 

  会報「岡放技ニュ－ス」の発刊 

 

（２）会誌の発行 

会誌（No.36）の発刊 (発刊は H29年 2月 15日を予定。) 

 

（３）リーフレットの発行 

   必要に応じ発行する 

 

（４）広報（ホームページ） 

1.岡山県放射線技師会ホームページの管理、更新作業 

（岡放技ニュース、求人情報、各種研究会・研修会等の案内） 

2. Face bookによる情報配信（研究会、セミナーなど） 

3.岡山県放射線技師会主催市民参加型講演会では、マスコミ等で広くイベントの広報を行う。 

（乳がん検診無料体験：ケーブルテレビ、新聞、ラジオなどで広報） 

4.その他 広報に関すること 

   

収益事業１ 不要な放射線被ばくの防止をする線量測定事業  

（１）線量測定事業 

施設線量測定事業の実施 

 

その他の事業（相互扶助等事業） 会員及び医療従事者との親睦を深める相互扶助等事業 

（１）会員の表彰慶弔 

１）各種表彰者の推薦 

①叙勲・大臣表彰の受賞該当者の推薦を行う。 

②県知事・福祉部長・市長・保健所長表彰の受賞該当者の推薦を行う。 

③健康づくり財団等の表彰受賞該当者の推薦を行う。 

④公益社団法人日本放射線技師会の行う永年勤続 30 年・50 年表彰始めとする各種表彰の受賞該当者の推薦

を行う。 

２）その他 

その他、表彰慶弔に関することを行う。 
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（２）競技開催による親睦 

①第 18回 ボウリング大会の開催 

*開催日時、場所は未定 

 ②第 14回 ゴルフ大会の開催 

*開催日時、場所は未定 

 

（３） 交流会 

①第４回会員家族交流会の開催 

日時 ：平成 28年 6 月 26日（日）10：45集合、11：00から体験開始 

     （体験時間は体験メニューによって 30分から 1 時間ほど） 

場所 ：『キャンドルワールド』 倉敷市本町 7-2 (アイビースクエア内） 

                 086-430-6226 

参加費用：1 人（組）\1,500程度（内容により異なる） 

 

②第 17回情報交換会の開催 

*Ｈ28年 7月 24 日 ピュアリティまきびで開催 

           

Ⅶ 平成２８年度予算案 

   別途資料③ 

 

Ⅷ 提案 

    

Ⅸ その他 

  平成２８年熊本地震の義援金について 

   平成 28年 4月 14日、16 日に、熊本県熊本地方を震源とする最大震度７の地震が発生しました。 

   それ以降も、熊本県、大分県を中心に、相次ぎ地震が発生し、甚大な被害が出ています。 

   この災害で被災された方々を支援するために、岡山県診療放射線技師会では、義援金を送ります。 

 

 

Ⅹ 平成２８・２９年度 選挙管理委員の承認 

   

平成 27年 12月 10日 

 

 

                        公益社団法人岡山県診療放射線技師会 

                              平成 26・27年度選挙管理委員会 

                    委員長 赤 木 憲 明 

                       委 員 大 畠 康   

                               谷 口 顕 士 

田 原 義 成 

                       萬 代 圭 悟 

 

 

 公益社団法人岡山県診療放射線技師会諸規程役員選任規程第 12条に基づき、平成 28・29年度選挙管理委員

候補者を下記のとおり公示いたします。 

 

 

公益社団法人岡山県診療放射線技師会 平成28・29年度選挙管理委員候補者  

 

候補者氏名            会員番号     所属         

角場  幸記 (カクバ コウキ)     34377  川崎医科大学附属病院  (新任) 

萬代 圭悟（マンダイ ケイゴ)  44365       中島病院           (再任) 

田原 義成（タハラ ヨシナリ）  39838     岡山市立市民病院          (再任) 
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谷口 顕士（タニグチ ケンジ）   49491     おさふねクリニック  (再任) 

赤木 憲明（アカギ ノリアキ）   35716      岡山大学病院   (再任) 

 

 

 

 

公益社団法人岡山県診療放射線技師会 諸規程 

役員選任規程（一部抜粋） 

第３章  選挙管理委員会 

（選出方法） 

第１２条 次期選挙管理委員の選出は、前選挙管理委員が選任をする。ただし、再任は妨げない。 

２ 選挙管理委員は、総会において承認される。 

３ 選挙管理委員は、総会承認後本会会長より委任状をもって任命される。 

（構成） 

第１３条 選挙管理委員会は、５名の委員で構成し、委員長は互選とする。 

２ 役員および候補者は、選挙管理委員になれない。 

（任期） 

第１５条 選挙管理委員の任期は２年とする。 

 

 

前記の規定により、次期総会において公益社団法人岡山県診療放射線技師会平成 28・29 年度選挙管理委員の

承認をお願いします。 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

お願い 

 
総会にご出席の方は、当日受付にて総会資料をお受け取りください。 

総会に欠席される方は、総会資料ならびに決算書をご確認の上、 

委任状（はがき）にて議決の委任をお願いいたします。 
 

 


