
 

平成３０年度 通常総会 資料 
 

 日 時 平成３０年 6 月１０日（日）１０：３０ ～ １２：００ 

               

場 所  岡山大学病院 鹿田キャンパス マスカットキューブ 

         〒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１２１回 岡放技セミナーおよび通常総会 
     

９：３０～９：３５   【会長挨拶】 

  

９：３５～１０：１５  【話題提供】  
『医療業界も変わる〜働き方変革とコミュニケーション〜』  

シスコシステムズ合同会社 公共・法人事業 西日本事業部 第１営業部  

ヘルスケア営業担当 高橋 聖 先生   

10：30～12：00  平成 ３０ 年度 岡山県診療放射線技師会 通常総会  
  

１３：００～１５：００ 【学術発表会 7演題】 

 
＊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 29 年度は、役員が代わりあわただしい日々の中、つかの間の一年が過ぎました。 

団体として岡山県知事表彰をいただけたことは、診療放射線技師会の存在を広く県民に 印象付

ける出来事でした。３月には公益社団法人としての県の監査もあり、事業運営も審査されました。

特に、大きな指摘事項もなく無事終わることができました。会員の皆さまのおかげで新入会員も

増え、事業活動、各種行事も順調に行うことができました。 

公益目的事業Ⅰは、「放射線の知識・理解を深める研修・技術促進事業」ですが、業務拡大のた

めの統一講習会を４回、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・啓発活動事業」ですが、第 14 回「乳が

んから女性を守ろう」は、ピンクリボン岡山 2017 共催イベントとして公開講座、放射線パネル

展、医療被ばく相談等を行いました。また結核予防街頭キャンペーン、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。 

第 14 回「乳がんから女性を守ろう」市民公開講座及び放射線パネル展は、ピンクリボン岡山

2017 共催イベントとして開催し、多くの市民の方々に乳がん及び医用放射線の啓発を大いに推

進することができました。公開講座では 30 名の市民の方々にお立ち寄りいただき、乳腺検査に

ついての会員の講演を聴講していただきました。ピンクリボン運動 PR ウォークも会員 17 名を

含む総勢約 80 名で市民と触れ合い、これらの活動を通じて診療放射線技師を印象付けることが

できました。中学校・高校への出前講義としましては、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。また、新たに県内の７研究会と正式に後援手続きを行うことができました。 

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阻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 か所で線量測定を実施しました。 

その他の事業としましては、「会員相互扶助」等の事業ですが、表彰として、JART30 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、親睦を深める

ために、家族交流会を開催しました。また、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いただき、入会促進を大きく進めることができました。 

  平成 30 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 

同様の事業を行ってまいりたいと思います。 第 15 回となる「乳がんから女性を守ろう」市民

公開講座は、ピンクリボン岡山と共同開催を考えています。桃子会（女性の会）の活動も広く行

う予定です。また、岡山大学医学部創立 150 周年プロジェクトにも協賛し、広く県民の方々に診

療放射線技師の職業をアピールすることを考えています。 

今年度もご支援、ご協力のほどよろしくお願い致します。 
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平成３０年度通常総会式次第 
 

１． 開会宣言 

２． 黙祷 

３． 会長挨拶 

４． 表彰 

５． 議長選出 

６． 書記選出 

７． 議事録署名人選出 

８． 議事 

・平成２９年度事業報告 

・平成２９年度決算報告 

・監査報告 

・平成３０年度事業計画案 

・平成３０年度予算案 

・提案 

・その他    

９． 平成３０・３１年度 選挙管理委員の承認 

１０． 書記解任  

１１． 議長解任 

１２． 閉会宣言 

 

Ⅱ．平成２９年度庶務報告 

 １．平成２９年度役員                                （敬称略）  

〔会長〕   大 野 誠一郎 (岡山大学病院) 

〔副会長〕  小 畑 慶 己（国立療養所 長島愛生園）   放射線管理士・放射線機器管理士部会長                                                                                                                   

                                         施設線量測定副委員長 

高 尾  渉 （岡山旭東病院）             事務局委員長・組織委員長                        

 

   〔監事〕   森 岡 泰 樹（自宅） 

藤 田  仁 （大ヶ池診療所） 

 

   〔常務理事〕 本 田  貢 （岡山大学病院）       岡山市南部ブロック担当     財務委員長 

          小 林 有 基 (岡山済生会総合病院)       岡山市中央部ブロック担当   調査委員長 

                   池 本 裕 亮 (岡山旭東病院）      岡山東部ブロック広報委員長・編集副委員長 

  矢 原 謙 治（備前市立日生病院）     岡山東部ブロック担当     編集委員長 

  池 長 弘 幸 (川崎医科大学附属病院）   岡山西部ブロック担当       学術委員長 

          小 橋 高 郎（笠岡第一病院）             岡山西部ブロック         教育委員長 

武 田 典 之（玉野三井病院）        岡山南部ブロック担当 表彰・慶弔委員長                                     

                   

   〔理事〕   梶 谷  努 （岡山赤十字病院）      岡山市中央部ブロック  事務局副委員長 

田 淵 昭 彦（川崎医科大学総合医療センター）岡山市中央部ブロック 組織副委員長 

          土  本 真  也 (竜操整形外科病院)      岡山東部ブロック   施設線量測定委員長 

                   本 田 さだえ（赤磐市熊山診療所）        岡山東部ブロック        組織副委員長 

          藤   照 正（倉敷成人病センター）    倉敷・水島ブロック    組織副委員長 

                   光 岡 由企夫（津山中央病院）        岡山北部ブロック担当   学術副委員長  

田 淵 真 弘（金光病院）         岡山西部ブロック担当    学術副委員長 

          福 永 正 明（倉敷中央病院）       倉敷中央ブロック担当   教育副委員長 

          王 田 順 久（倉敷中央病院） 倉敷中央ブロック 組織副委員長・福利厚生副委員長  

          国 府 島 昌 之 (長野病院)        岡山北部ブロック   福利厚生委員長 
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 〔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（小西整形外科・腰痛クリニック）          

   

  〔選挙管理委員〕（平成２８・２９年度） 

     委員長  赤 木 憲 明（岡山大学病院） 

角 場  幸 記（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２９年度 通常総会(2017.6.11) 

        総会運営委員長  

          本  田  さだえ(赤磐市立熊山診療所） 

        総会運営委員 

          近 藤 義 昭（倉敷リバーサイド 病院）  

          藤 下 好 弘 (岡山市立市民病院) 

          梶 谷  努  (岡山赤十字病院） 

          岡 本 吉 生（井原市立井原市民病院） 

          池 長 弘 幸 (川崎医科大学附属病院）  

          武 田 典 之（玉野三井病院） 

          光 岡 由企夫 (津山中央病院) 

                池 本 裕 亮 (岡山旭東病院) 

                

 ２．平成２９年度各委員会委員 

  １）学術委員会 

委員長   池長 弘幸    川崎医科大学附属病院 

副委員長  田淵 真弘    金光病院 

副委員長  光岡 由企夫   津山中央病院 

委員    寺本 善正    岡山旭東病院    

委員    高本 誠司    岡山済生会病院(交代) 

委員    三村 誠一    岡山大学病院 

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 

    委員    古谷 洋晃    岡山労災病院 

        委員        杉本 昂平        岡山画像診断センター   

                     

   ２）教育委員会 

委員長   小橋 高郎    笠岡第一病院 

副委員長  福永 正明    倉敷中央病院 

     委員    黒住 晃     川崎医科大学附属病院 

     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  王田 順久     倉敷中央病院 

委員    丸尾 隆行        岡山竜操病院 
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小幡 尚樹        笠岡市民病院 

小森 陽一郎       井原市民病院 

  ４）組織委員会 

委員長     高尾 渉        岡山旭東病院 

副委員長  藤 照正        倉敷成人病センター 

副委員長  田淵 昭彦       川崎医科大学総合医療センター 

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    池田 茂良       笠岡市立市民病院 

委員    息 容代        岡山旭東病院 

委員    逸見 典子       メディカルクリエイト  

委員    土本 真也       竜操整形外科病院  

委員    大西 健夫       淳風会健康管理センター倉敷 

委員    迫 寛明        高梁中央病院 

委員    佐々木 二梅恵    倉敷中央病院 

    委員    川上 里紗       倉敷中央病院 

    委員    藤井 政明       川崎医科大学総合医療センター 

    委員    澁谷 光一       岡山大学 

 

 

  ５）調査委員会 

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

      委員    永安 良徳        赤磐医師会病院   

   渡辺 庄一        岡山済生会昭和町健康管理センター  

水上 洋        岡山市立市民病院 

  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  池本 裕亮    岡山旭東病院 

     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   池本 裕亮        岡山旭東病院 

委員    石垣 慎輔    竜操病院 

委員    藤井 義徳    榊原病院 

委員    海野 由紀子   岡山旭東病院 

 

  ８）施設線量測定委員会 

委員長   土本 真也    竜操整形外科病院 

副委員長  小畑 慶己     国立療養所長島愛生園 

副委員長  本田 さだえ     赤磐市熊山診療所 

委員    近藤 英夫      村上脳神経外科内科 

委員    岡本 吉生      井原市立井原市民病院 

委員    小橋 高郎      笠岡第一病院 

委員    池田 茂良      笠岡市立市民病院 

委員    渡辺 治夫      倉敷中央病院 

委員    笹田 美穂      高梁市川上診療所 

委員     高見 敏之      赤磐市熊山診療所 

 

９）表彰慶弔委員会 

委員長    武田 典之       玉野三井病院 

委員     山本 一雄       津山中央病院 

委員     藤田 仁        草加病院 

委員     小畑 慶己       長島愛生園 

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 
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委員     藤 照正        倉敷成人病センター 

委員     高尾 渉        岡山旭東病院 

委員     近藤 義昭       倉敷リバーサイド病院 

 

 

             

  １０）財務委員会 

委員長    本田 貢        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    高尾 渉       岡山旭東病院 

副委員長    梶谷 努        岡山赤十字病院 

  委員     田原 誠司       岡山大学病院 

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２９年度会員動向 

平成２８年度末会員数   ７１５名    

 新入会会員数 ３２名    再入会会員数  ３名    転入会員数  ８名    

転出会員数   ６名    退会会員数   ６名    除籍会員数  ４名 

  物故者     ０名    除名      ０名 

平成２９年度末会員数    ７４２名    

 

４．物故会員 

       

   

５．被表彰会員 

●最優秀エッセイ賞 

「西大寺会陽（はだか祭り）体験記」 寺本 善正 会員 （岡山旭東病院）   

     ●平成２９年度受賞報告 

     ①地方自治法施行７０周年記念岡山県知事表彰 

        平成２９年１１月１７日 岡山県庁 

         ＜団体表彰＞ 公益社団法人岡山県診療放射線技師会 

②厚生労働大臣表彰 

   平成 29年 6月 2日 パレスホテル東京 
公益社団法人日本診療放射線技師会創立７０周年記念式典に於いて受賞 

藤田 仁 会員 
③岡山県医療功労者 

平成２９年度 岡山県医療事業功労者 知事・保健福祉部長表彰 

平成２９年１０月２６日 県庁３階 大会議室 

＜知事表彰＞ 菅田照也 会員 

＜保健福祉部長表彰＞藤 照正 会員 

④地域保健功労者 

・平成２９年度 岡山県備前保健所地域保健功労者表彰 

平成２９年７月２０日 おかやま西川原プラザ 

赤木耕平 会員 

・平成２９年度 岡山市公衆衛生功労者表彰式 

平成２９年１０月２６日 岡山市役所本庁舎 

梶谷 努 会員 

       ・平成２９年度 岡山県美作保健所長表彰 
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        平成２９年８月３１日 津山市総合福祉会館 

            藤田卓史 会員  

       ・平成２９年度 倉敷市保健福祉功労者市長表彰 

        平成２９年１１月２日 倉敷健康福祉プラザ 

            清川文秋 会員 

⑤がん征圧事業功労 

平成２９年度 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２９年８月２９日 三木記念ホール 

大角博久 会員 

⑥平成２９年度日本診療放射線技師会永年勤続表彰  

平成２９年９月２２日（金）第３３回日本診療放射線技師学術大会 

函館市民会館・函館アリーナ （函館市） 

＜３０年＞ 

馬場隆志 会員 

本田 貢 会員 

本田 さだえ 会員 

        ＜学術奨励賞＞ 

         山本浩之 会員 

 

 

    

 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 １回 

   常務理事会        ２回 

総会運営委員会                             １回 

   理事会      ５回 

   学術委員会 ５回 

     OT3連絡協議会                  ５回 

   教育委員会 ５回 

   福利厚生委員会   ４回 

   組織委員会   ２回 

    調査委員会  １回 

   編集委員会  ２回 

   広報委員会  １回 

   施設線量測定委員会 ８回 

   表彰慶弔委員会 ４回 

財務委員会 １２回 

事務局委員会 ２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 ２回 

  乳がん検診無料体験  ０回 

   中学校、高等学校出前講義 ２回 

 他団体主催事業への後援 １０回 
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 情報交換会 １回 

会誌発行 １回 

 岡放技ニュース発行 

        印刷発送                  ５回 

   WEB掲載                 １１回 

   日本診療放射線技師会総会出席    １回 

   日本診療放射線技師会会長会議出席  1回 

         日本診療放射線技師会 平成２９年度新任会長会議  １回 

   中四国診療放射線技師会会長会議出席            2回 

         中四国診療放射線技師会会長・教育委員長会議出席  １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２９年度岡山県医療功労者表彰式出席     １回 

平成２９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２９年５月２日（火） １９時１５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２９年度決算報告 

          ３．平成２９年度監査報告 

          ４．総会資料の承認 

          ５．「平成２９年度診療放射線業務に関する調査」への協力のお願いについて 

          ６．函館学術大会における参加登録費及び懇親会費の補助について 

          ７．「第１回岡山県医療情報技術研究会」への後援依頼について 

          ８．「日本医療マネージメント学会第１９回岡山県支部学術集会」への後援依頼に 

ついて 

          ９．「CSFRT２０１７（徳島）の奨励賞候補」について 

          １０．「乳がん予防」に関してのシンポジウムについて  

          １１．その他 

    臨時理事会 

      日時 ：平成２９年６月１１日（日） １２：００～１２：２０ 

      場所 ：岡山大学病院総合診療棟（東棟）2階 放射線科カンファレンスルーム 

      議題 ：１．代表理事（会長）の選任 

          ２．副会長、常務理事ならびに各委員長・副委員長の指名 

          ３．がん征圧月間感謝状（健康つくり財団）推薦者について 

           

第２回理事会 

     日時 ：平成２９年７月２８日（金） １９時１０分～２１時３５分 

     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２９年度 第１回中四国会長会議の報告 

          ３．JART第７８回定時総会の報告 

          ４．平成２９年度新任会長会議の報告 

          ５．「平成２９年度診療放射線業務に関する調査」への協力のお願いについて 

          ６．第３３回日本診療放射線技師学術大会（函館学術大会）への参加協力について 

          ７．事業計画書について説明 

          ８．その他 
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第３回理事会 

     日時 ：平成２９年１０月２７日（金） １９時２０分～２２時００分 

     場所 ：岡山赤十字病院 救急棟 4階 

     議題 ：１．会長ならびに各委員会の報告 

          ２．平成２８年度 第２回中四国会長会議・教育委員長会議の報告 

          ３．全国会長会議報告 

          ４．災害支援診療放射線技師研修会参加者の選任について  

          ５．放射線被ばく相談員講習会の選任について 

          ６．研究会の後援規定について           

７．その他 

 

           

第１回常務理事会 

      日時 ：平成２９年 １２月 ２２日（金）１９時５０分～２２時３０分 

      場所 ：岡山大学病院 総合診療棟（西棟）地階 MR室画像管理室 

      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．その他 

 

第４回理事会 

     日時 ：平成３０年１月２６日（金） １９時００分から２２時００分 

     場所 ：岡山大学病院 総合診療棟東棟 ５階 第４カンファレンス室 

     議題 ：１．会長ならびに各委員会の報告 

          ２．平成２９年度 中四国会長会議の報告 

          ３．国民の医療を守るための総決起集会の決議文について 

          ４．東京 Jr．胃会岡山大会のお知らせについて 

          ５．第１回手術支援等認定技師試験について 

          ６．学術研究助成規定について 

          ７．研究会後援申請・承諾について 

          ８．JART災害支援研修会参加報告 

          ９．名誉会員について 

          １０．OT3三団体での HPリンクについて 

          １１．会員からの声（一般撮影の講演について） 

          １２．その他 

         

第２回常務理事会 

      日時 ：平成３０年 ２月 ２３日（金）１９時１５分～２１時００分 

      場所 ：岡山大学病院 総合診療棟（西棟）地階 MR室画像管理室 

      議題 ：１．各委員会の３０年度事業計画 予算案について 

          ２．県の立ち入り検査の対応について 

          ３．会費納入方法について 

          ４．シニアセミナーについて 

          ５．OT³関連団体の勉強会参加について 

          ６．第７０回「保健文化賞」候補者の推薦について 

           

 

第５回理事会 

     日時 ：平成３０年 ３月９日（金） １９時００分～２２時００分 

     場所 ：岡山旭東病院 ２階 ひるがお 

     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 
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          ４．研究会後援申請の審議 

          ５．名誉会員について 

          ６．会費納入方法について 

          ７．日本診療放射線技師学術大会参加者へ補助について 

          ８．その他 

 

Ⅲ．平成２９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１１８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 ２９年 ９月３日（日）１３：００～１５：３０  受付１２：３０～ 

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 

参加費 ： 会員・学生は無料 非会員２０００円  

後 援 ： 岡山県 

参加者 ： ５０名 

------------プログラム------------ 

 

１３：００～１３：２５【話題提供Ⅰ】 

『SIEMENS製品情報―ＣＴについて』 

シーメンスヘルスケア株式会社 ダイアグのスティックイメージング事業本部 

ＣＴ事業部 宮西 佐代子  先生 

１３：２５～１３：５０【話題提供Ⅱ】 

『SIEMENS製品情報 - MRについて』   
              シーメンスヘルスケア株式会社 ダイアグノスティックイメージング事業本部  

ＭＲ事業部 齋木 秀太郎 先生 

肺がん部会 CT研修会 

１３：５０～１４：４０【教育講演Ⅰ】  

『肺がん CT 検診の現状と被ばく低減への取り組み  ～低線量化に向けた”技”とは？～』          

滋賀医科大学医学部附属病院   放射線部  牛尾 哲敏 先生 

１４：４０～１５：３０【教育講演Ⅱ】  

『知っておくべき肺がん CT の撮影技術  ～診断から手術支援に必要な画像とは？～』 

滋賀医科大学医学部附属病院   放射線部  牛尾 哲敏 先生 

 

■第１１９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 ２９年 １１月 ２６日（日）１３：１０～１６：００  受付１２：４０～ 

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   

参加費 ： 非会員２０００円 会員および学生無料 

後 援 ： 岡山県（健第６５７号:平成２９年８月２８日） 

参加者 ： ４４名参加  

------------プログラム------------ 

肺がん部会 CT 研修会 

１３：１５～１４：００【話題提供】 

『   CT最新技術紹介   』 

東芝メディカルシステムズ株式会社 中四国支社 営業推進部 CT担当         

                              大坪 和義 先生 

１４：００～１５：００ 【教育講演】 

『   肺がんと区域浸潤   』 

                             金光病院 医療技術部 放射線科  
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田淵 真弘 先生 

 

 

■第１２０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２９年度 第３回肺がん部会 CT 研修会（肺がん精密検診機関研修会）  

平成２９年度 第１回胃がん・大腸がん研究会 

主 催 ： 公益社団法人 岡山県診療放射線技師会  

日 時 ： 平成３０年２月２５日（日） １２：５０～１６：３０ 受付 １２：２０～  

場 所 ： 岡山大学鹿田キャンパス内 マスカットキューブ  

〒７００－０９１４ 岡山県岡山市北区鹿田町 2 丁目５－１ 

参 加 費 ： 会員・学生は無料 非会員 ２０００円  

後 援 ： 岡山県（健第 ８４５号：平成 ２９年１０月１２日） 

参加者 ５１名 

------------プログラム------------ 

 

 肺がん部会 CT 研修会  

１３：００～１３：４５ 【教育講演Ⅰ】  

『 超高精細 CT の臨床活用 ～胸部領域を中心に～ 』  

岡山大学病院 医療技術部 放射線部門 森光 祐介 先生  

胃がん・大腸がん研究会  

１３：４５～１５：１５ 【教育講演Ⅱ】  

『 大腸ＣＴ検査 初めての方から応用まで 』  

川崎医科大学 消化管内科学 准教授 松本 啓志 先生  

 
（３）学術研究発表会 

■第１１６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２９年６月１１日（日）９：００～１４：００ 受付８：３０～  

場 所 ： 岡山大学病院 臨床第二講義室  

〒７００－０９１４ 岡山県岡山市北区鹿田町２丁目５−１ 岡山大学鹿田キャンパス内 

参 加 費 ： 非会員２０００円 会員および学生無料  

― プログラム ―  

９：００～９：４０【教育講演Ⅰ】 『 被曝線量の管理の動向と一元管理システム～Radimetrics～ 』 

                バイエル薬品インフォマティクス 上村 しづ香 先生  

 

１０：００～１２：００平成２９年度 総会  

 

１３：００～１４：００ 【教育講演Ⅱ】  

『 放射線量の適正化が重要視され出した理由！なぜ今？』 

 ベルランド総合病院 鈴木 賢昭 先生 

 

セミナー参加者５９名 

 

 

 

（４）学術講演会 

●第１４回乳がんから女性をまもろう（ピンクリボン岡山２０１７） 

 日 程 平成２９年１０月１４日（土） 

 場 所 山陽新聞社 さん太広場 

 

① 『 乳腺検査の種類 』 

 講師：平田 美夏（ 倉敷成人病センター 診療支援部放射線科 ） 
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参加者３０名 

 

（５）フレッシャーズセミナー 

■第１１７回岡放技セミナー 

 

研修会名： 第１１７回岡放技セミナー  

主 催 ： （公社）岡山県診療放射線技師会  

日 時 ： 平成２９年７月９日 （日） 午後１３時３０分～１８時１０分 受付１３時～  

場 所 ： ピュアリティまきび  

〒７００－０９０７ 岡山県岡山市北区下石井２－６－４１TEL ０８６－２３２－０５１１ 

参 加 費 ： 無料  

プログラム  

１３：３０～１４：００ 『医療人のエチケットマナー・電子メールのマナー』 

１４：００～１５：００ 『新人のための医療安全講座』  

１５：１０～１６：１０ 『感染対策講座』 

１６：１０～１７：４０ 『気管支解剖講座』  

１７：４０～１８：１０ 『フレッシャーズへのメッセージ』 

 

参加者３７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 

    

ピンクリボン岡山 ２０１７ 

共催イベント 『乳がんから女性を守ろう』  

日 時 ： 平成 ２９ 年 10 月 14 日(土) 9：00～16：00  

会 場 ： 山陽新聞社 さん太広場  

① ピンクリボン運動ＰＲウォーク 総勢約８０名 

② 講演 「乳腺検査の種類」講師：倉敷成人病センター平田美夏  

マンモグラフィーとマンモ超音波の説明、相談 （マンモ女性技師によるプレゼンと説明）  

 乳がん視触診ファントム展示 聴講者３０名 

③ 被ばく相談（小畑副会長他） 

岡放技から参加者１７名 

 

（２） 街頭キャンペーン 

 

    結核予防週間キャンペーン 

  日時 平成２９年度９月２３日（土祝）１３時から１５時 

場所 岡山一番街 桃太郎観光センター前広場 

主 催 ： 岡山県 、岡山市、岡山県結核予防婦人会・岡山県愛育委員連合会  

(公社)岡山県診療放射線技師会 (公財)岡山県健康づくり財団 

活動内容：ティッシュ、リーフレットの配布と結核予防の啓発（啓発用ティッシュ３７０３個  

リーフレット５６セット） 

医用放射線パネル展を同時開催した。 

今回の結核予防街頭キャンペーンで岡放技から岡山県健康づくり財団へ 1万円の寄付を行った 

    岡放技からの参加人数は１３名 

 

（３）ＯＴ３コラボセミナー 

第 9回 Okayama Technologhst Cubic セミナー 

主 催 ： 公益社団法人 岡山県診療放射線技師会 

一般社団法人 岡山県臨床検査技師会 

一般社団法人 岡山県臨床工学技士会 
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日 時：平成３０年１月２０日 １３：４５～１６：２０ 受付１３：１５～      

場 所：岡山国際交流センターB１レセプションホール 

・診療放射線技師会３３名 

・臨床検査技師会２４名 

・臨総工学士会２４名  計８１名 

------------プログラム------------ 

１３：４５～１６：２０ 【講演】 

第９回 Okayama Technologist Cubicセミナー 

【テーマ】 

『  AIと医療そして‘絆’   ～ Beyond AI with humans ～ 』 

１３：４５ ～１４：４５ 第一部 

『  医療×AIの展望  』 

株式会社 日立製作所 ヘルスケアイノベーション研究センター 

荻野 昌宏 先生 

１４：５０ ～１６：２０ 第二部 

『  絆こそ宝    ～人と組織の元気力を高めるコミュニケーション＆メンタルヘルス～  』 

こころ元気配達人  鎌田 敏 先生 

 
（４）調査事業 

アンケート実施 

①第１１７回岡放技セミナー（フレッシャーズ）  

２１名出席→２０名回答 

     

②第 118回岡放技セミナーアンケート 

平成２９年９月３日 津山中央病院 別館 医療研修センター２階講義室 

５０名出席→３１名回答 

 

③第１４回乳がんから女性をまもろう 

  平成２９年１０月１４日（土） 山陽新聞社 サンタ広場 

１８名回答 

 

④第１１９回岡放技セミナーアンケート 

      平成２９年１１月２６日   倉敷中央病院 大原記念ホール      

４４名出席→２２名回答    

  

    ⑤平成２９年度岡山県診療放射線技師会活動アンケート調査 

  調査期間  平成３０年１月１１日（水）～平成 ３０年 ２月 ９日（金） 

回答数    ２１１（回答率 ３４．４％）  

          

  ⑥第１２０回岡放技セミナーアンケート 

     平成３０年２月２５日   岡山大学鹿田キャンパス内 マスカットキューブ   

５１名出席→２４名回答   

   

 

（５）その他の講演・啓発活動事業 

 
 中学校・高等学校出前講座 

平成２９年度 第１回出前講義 倉敷天城中学 

 日程：平成２９年８月２２日（火）・２３日（水） 

     講師：北山 彰 会員（川崎医療短期大学） 

 「放射線の医学的利用」対象は中学校 2年生 3クラス  

 

    平成２９年度 第２回出前講義 倉敷中央高校 
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     日程：平成２９年１１月９日（木） 

     講師：澁谷光一 会員 

     「看護師として知っておいてほしい放射線の基礎」 

     同行者 田淵昭彦理事 

 

 『第４回技師長会議』の実施 

    日時：平成３０年２月２５日（日） 

 会場：岡山大学鹿田キャンパス内 マスカットキューブ  

〒７００―０９１４ 岡山県岡山市北区鹿田町 ２ 丁目 ５−１  

後 援 ： 岡山県（健第 ８４５ 号：平成 ２９ 年 １０ 月 １２ 日） 

演題：『 日本診療放射線技師会の政策と今後 』  

演者：公益社団法人 日本診療放射線技師会 会長 中澤 靖夫 先生 

参加者 ５１名 

 

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・WEB発行  No．２４７， ２４８，２５１，２５３，２５５ 計５回 （各７５０部） 

      WEB掲載のみ   No．２４９， ２５０，２５２，２５４，２５６，２５７ 計６回 

 

（２）会誌の発行 

会誌 No.３７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.３７（平成３０年２月１５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   ５９回 

・各種研究会･研修会等の案内   ２４回 

・求人情報             ７回 

・岡放技ニュース(№247～№257)  １１回 

・事務局からのお知らせ     １３回 

・その他の HPの修正          ４回  

２．広報委員会の開催          １回 

３．メールによる医療被ばく相談    ０件 

４．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        ４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 

①厚生労働大臣表彰 

   平成 29年 6月 2日 パレスホテル東京 
公益社団法人日本診療放射線技師会創立７０周年記念式典に於いて受賞 

藤田 仁 会員 

②岡山県医療功労者 

平成２９年度 岡山県医療事業功労者 知事・保健福祉部長表彰 

平成２９年１０月２６日 県庁３階 大会議室 

＜知事表彰＞菅田 照也 会員（岡山旭東病院） 

＜保健福祉部長表彰＞藤 照正 会員（倉敷成人病センター） 

③地域保健功労者 

・平成２９年度 岡山県備前保健所地域保健功労者表彰 
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平成２９年７月２０日 西川原プラザ 

赤木 耕平 会員（瀬戸内市民病院） 

・平成２９年度 岡山市公衆衛生功労者表彰 

平成２９年１０月１２日 岡山市役所本庁舎７階大会議室 

梶谷 努 会員 （岡山赤十字病院） 

      ・平成２９年度 岡山県美作保健所長表彰 

        平成２９年８月３１日 津山市総合福祉会館４階大会議室 

藤田 卓史 会員（津山中央病院） 

 

      ・平成２９年度倉敷市保健福祉功労者市長表彰 

        平成２９年１１月２日 くらしき健康福祉プラザ 

            清川 文秋 会員（倉敷中央病院） 

 

④がん征圧事業功労 

平成２９年度 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２９年８月２９日 三木記念ホール 

大角 博久 会員（淳風会健康管理センター） 

⑤ 平成 29年度日本診療放射線技師会永年勤続表彰  

平成２９年９月２２日（金）第３３回日本診療放射線技師学術大会 

函館市民会館・函館アリーナ（函館市） 

＜永年勤続表彰（勤続３０年表彰）＞ 

馬場 隆志 会員（榊原病院） 

本田 貢  会員（岡山大学病院） 

本田 さだえ会員（赤磐市国民健康保険熊山診療所） 

        ＜学術奨励賞＞ 

         山本 浩之 会員（倉敷中央病院） 

（２） その他の表彰  

地方自治法施行７０周年記念 岡山県知事表彰 

   平成２９年１１月１７日 県庁３階 大会議室 

    「団体表彰」岡山県診療放射線技師会 

 

（３） 交流会 

① 第５回会員家族交流会の開催 

開催日時：平成３０年２月４日（日） 

開催場所：『グラステンスタジオ』 倉敷市松江１－３－１５ 

体験費用：1人（組）３０００円 ただし、1人（組）ごとに技師会からの補助として１０００円。 

参加内訳：３家族（大人３名、子供 2名） 

 

② 第１９回情報交換会の開催  

開催日時：平成２９年７月９日（日） １８：３０～２１：００ 

開催場所：ピュアリティまきび 1F レストラン『パルティール』 

参加総数：４５名。 

参加会費：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） 

     会員・賛助会員・学生 ３，０００ 円 

 

１６．その他 
会長の動向 

平成２９年４月１４日（金）～１６日（日）日本放射線技術学会第 72回総会学術大会に出席 

（パシフィコ横浜） 

平成２９年５月２日（火）     平成 29年度第１回理事会（岡山旭東病院 会議室ひるがお） 

平成２９年５月２７日（土）  「中四国会長会議」に出席（アルファホテル徳島） 

   平成２９年６月２日（金）     （公社）日本診療放射線技師会創立 70周年記念式典祝賀会 

                            （パレスホテル東京） 
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   平成２９年６月３日（土）     第 78回(公社)日本診療放射線技師会 定時総会（日経ホール） 

平成２９年６月１１日（日）  （公社）岡山県診療放射線技師会 平成 29年度総会 

（岡山大学鹿田キャンパス 臨床第二講義室） 

平成２９年６月１１日（日）  臨時理事会(岡山大学病院) 

平成２９年６月２４日（土）  岡山ＭＲＩ撮像技術研究会（岡山国際交流センター） 

平成２９年６月３０日（金）  編集委員会に出席（岡山大学病院） 

平成２９年７月９日（日）     岡山大学病院金澤病院長就任祝賀会（ＡＮＡクラウンプラザホテル岡

山） 

平成２９年７月２３日（日） （公社）日本診療放射線技師会 平成２９年度新任会長会議 

                      （ＪＡＲＴ事務所会議室） 

平成２９年７月２８日（金） 平成２９年度第２回理事会 （岡山旭東病院 会議室ひるがお） 

   平成２９年８月９日（水）   編集委員会 発送作業（岡山大学病院） 

   平成２９年 8月 24日（木） マグネトム研究会 世話人会（岡山大学病院） 

   平成２９年９月２日（土）  (公社)日本診療放射線技師会 中四国協議会 会長・教育委員長会議 

平成２９年９月３日（日）   第 118回岡放技セミナー（津山中央病院） 

平成２９年９月１４日（木）～15（金）第 45回日本磁気共鳴医学会大会（栃木県宇都宮市） 

平成２９年９月２２日（金）～24（日）第 33回日本診療放射線技師学術大会（函館市） 

平成２９年９月２２日（金） 全国会長会議（函館市民会館）  

平成２９年１０月９日（月） JART会議（倉敷ロイヤルアートホテル） 

平成２９年１０月１２日（木） 編集委員会 発送作業（岡山大学病院） 

平成２９年１０月１３日（金） JART会議（ホテルグランヴィア岡山） 

平成２９年１０月１４日（土） ピンクリボン岡山(山陽新聞社さん太広場) 

平成２９年１０月２１日（土） 統一講習会（倉敷中央病院） 

平成２９年１０月２７（金） 平成 29年度第 3回理事会（岡山日赤病院） 

平成２９年１０月２８（土） 統一講習会（落合病院） 

平成２９年１１月５日（日）  瀬戸内医療情報ネットワーク記念大会（岡山市立市民病院） 

平成２９年１１月１１日（土） 岡山マグネトム研究会（岡山大学病院） 

平成２９年１１月１７日（金） 地方自治法施行７０周年記念 岡山県知事表彰式（岡山県庁） 

平成２９年１１月１７日（金） 編集委員会（岡山大学病院） 

平成２９年１１月１８日（土） 岡山救急医療研究会 幹事会（倉敷中央病院） 

平成２９年１１月２５日（土） 第 4回 MR医療安全セミナー（高知大学） 

平成２９年１１月２６日（日） 第 119回岡放技セミナー（倉敷中央病院） 

平成２９年１２月１日（金）  (公社)日本診療放射線技師会 中四国協議会 会長会議（徳島） 

平成２９年１２月２日（土）～３日（日）CSFRT２０１７（徳島） 

平成２９年１２月１０日（日） 第 8回 MR基礎セミナー（岡山大学病院） 

平成２９年１２月１７日（日） MR専門技術者認定機構（技術学会京都事務所） 

平成２９年１２月２２日（金） 第 1回常務理事会（岡山大学病院） 

平成３０年１月  ６日（土）  国民医療を守るための総決起大会（岡山市民会館） 

平成３０年１月１０日（水）  編集委員会 発送作業（岡山大学病院） 

平成３０年１月１４日（日）  公益社団法人 岡山県医師会設立７０周年記念式典及び祝賀会 

（岡山県医師会館、ホテルグランヴィア岡山） 

平成３０年１月２０日（土）  一般社団法人 香川県診療放射線技師会 創立７０周年記念式典及び       

祝賀会（JRホテルクレメント高松） 

平成３０年１月２６日（金）  平成 29年度第 4回理事会理事会（岡山大学病院） 

平成３０年２月 ８日（木） 編集委員会 発送作業（岡山大学病院） 

平成３０年２月１７日（土） （公社）日本放射線技術学会中国・四国支部理事会（岡山シティホテル） 

平成３０年２月２５日（日） 第 120回岡放技セミナー、第 4回技師長会議（岡山大学病院） 

平成３０年３月 ３日（土）～ ４（日）統一講習会（岡山大学病院） 

 

Ⅳ 平成２９年度決算報告 

   別途資料① 平成２９年度財務諸表 

 

 

Ⅴ 平成２９年度監査報告 
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   別途資料② 

 

 

Ⅵ 平成３０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１２３回岡放技セミナー 

     日時：平成３０年９月予定 

     場所：津山中央病院 予定 

      

■第１２４回岡放技セミナー 

日時：平成３０年１１～１２月予定 

      場所：倉敷中央病院 予定 

 

■第１２５回岡放技セミナー 

    日時：平成３１年３月予定 

    場所：岡山大学病院 予定  

 

（３）学術研究発表会 

（４）学術講演会 

■第１２１回岡放技セミナー 

日時：平成３０年６月１０日（日）総会前後に開催予定 

場所：岡山大学病院 鹿田キャンパス内 マスカットキューブ 

   

（５）フレッシャーズセミナー 

■第１１８回岡放技セミナー 

    平成３０年度フレッシャーズセミナー 

    日時：平成３０年７月１６日（月祝）  

    場所：ピュアリティまきび予定 

 

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 

 開催日時平成３０年１０月 

 開催場所 未定 

 一般公開講座で乳がん検診の紹介、啓発を行う 

         

（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３０年９月開催予定 

   

（３）ＯＴ３コラボセミナー 

■第１０回 OT3コラボセミナー 

     日時：平成３０年７月２２日（日） 

     場所：ライフパーク倉敷 市民学習センター 大ホール 

    担当：岡山県臨床工学士会 

    テーマ「病院ごっこ」 

    医用放射線パネル展示、放射線計測機器を用いたサーベイ体験 

    ３Ｄ画像処理体験、放射線関連クイズなどを行う予定 

     

（４）調査事業 

① 岡放技セミナーアンケート 4回予定（総会時は行わない予定） 

② レントゲン週間イベントアンケート 

 ・レントゲン啓発イベント 
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 ・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 

③ 岡放技活動調査アンケート  

④ 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 

    昨年度実績 倉敷中央高校、天城中学校 

②放射線パネル展：結核予防週間街頭キャンペーン、ピンクリボン岡山 2018、ＯＴ³で併設して 

啓発活動を行う予定  

③技師長会議の開催： 

日時：平成３０年７月１６日（月祝） 

   ④被ばく相談への対応 

      

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 印刷 ５回 ＷＥＢ １１回  

 

（２）会誌の発行 

会誌（No.３８）の発刊 (発刊は平成３１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.岡山県診療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。 

   

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。 

 

（２）競技開催による親睦 

   ① 球技（スポーツ）大会 

   テニスや、フットサルなどいくつかの競技を組み合わせ、スケジュールに無理が無 

いように開催を準備する。 

 

② 各種大会や、イベントなどへの参加 

  マラソンや、自転車など。ただし、会員への募集や参加についての具体的方法などのは 

今後の検討課題 

 

（３） 交流会 
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① 第 20回情報交換会 

      場所：ピュアリティまきび 

      日時：平成３０年７月１６日（日） 

      

② 第５回会員家族交流会 

     内容および場所、日時等は未定 

 

③  家族交流会の複数回開催を計画。体験だけでなく工場見学なども取り入れていく。 

今年度は体験型として『山田養蜂場での蜜蝋キャンドルつくり』を計画中。 

              

④  桃子会の企画案 

   1.研修会企画を会員より募集する 

2.アンケートの実施（技師の妊娠・出産に関するアンケート調査）   

         

Ⅶ 平成３０年度予算案 

   別途資料③ 

 

Ⅷ 提案  名誉会員の提案について 

    

Ⅸ その他 

   

Ⅹ 平成 30・31 年度 選挙管理委員の承認 

 

 

公   示 

 

平成３０年２月５日 

 

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

                               平成３０・３１年度選挙管理委員会 

                    委員長 赤 木 憲 明 

      委 員 角 場  幸 記 

                               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出規程第 12条に基づき、平成 30・31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30・31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  (再任) 

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) 

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 

役員選出規程（一部抜粋） 

第３章  選挙管理委員会 
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（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 30・31 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。 
 

 


