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青森学術大会に参加しよう！ 

 

（社）岡山県放射線技師会会長 藤田 仁 

東日本大震災は、青森県でも、太平洋沿岸の八戸市を中心に、大きな被害がありました。震災か

ら 4 ヶ月近くが経っていますが、本当の復興はこれからです。 

震災直後、青森県は、全国の学術大会の中止を真剣に考えたそうです。その理由として、一つは

被害が甚大だったために、人が集まらないのではと思ったからです。もう一つは、被害に遭われた東

北の仲間のことを思うと、どうしても開催する気になれなかったということです。 

しかし青森県は、開催を決断しました。開催することにより、打ちひしがれた気持ちを鼓舞し、会員

一人一人を元気づけることができると判断したからです。また、全国から多くの会員に来てもらうこと

により、震災の現状と復興に向けて頑張っている姿を、実際に見てほしいと思ったからです。 

現在青森は、稲葉会長を中心に、学術大会の成功に向けて全力で頑張っています。そんな青森

や東北の会員に元気になってもらう一番の良薬は、全国から一人でも多くの会員が参加することで

す。最大の励ましは、全国から会員が青森に集うことです。「じょっぱり魂を見せましょう！」の精神で、

復興に全力を傾けている青森や東北の会員に最大の励ましを送ろうではありませんか。 

 

― 稲葉会長からのメッセージを紹介します（青森県ホームページから）― 

いま、日本国内はすべて自粛ムードで経済が低退しております。 

本会といたしましては、東北地域の多くの会員が所属している施設・ご自宅・ご家族が被災され、技

師会活動そのものの継続が困難な状況であることは十分認識しております。 開業ムードが最高に

盛り上がった東北新幹線も不通となり、青森県までの全線再開通は５月中旬までずれ込みました。 

 このような時期ですが、逆に『じょっぱり魂を見せましょう！』 

 復興に向け「がんばろう東北！」を合言葉に全国大会を開催いたします。全国の仲間が、東北最

北端の青森での学会に駆けつけ、福島・宮城・岩手でがんばっている仲間にも元気を分けてくれる

と信じております。開催準備も震災により遅れておりますが、何とか準備を進めております。 

 会員の皆様はじめ関係各団体のご協力をお願い申しあげます。 
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報告 
第 70回日本放射線技師会定期総会参加報告 

 

日本放射線技師会定期総会は平成 23年 6月 11日（土）午後 2時～午後 5

時まで千代田区北の丸公園にある科学技術館サイエンスホールで行われた。全

国から参加した代議員は 220名と表彰受賞者 4名、傍聴者 7名、岡山県放射線技

師会からは田原・小畑副会長、渡辺・池田常務理事、藤照正会員 5名が代議員として参加した。 

 総会に先立ち今年 9月に開催される第 27回診療放射線技師総合学術大会・第 18回東アジア学

術交流大会のＰＲが開催県である青森県放射線技師会代表からあった。 

 定期総会は、総会次第に基づき進められた。まず開会の辞を井戸副会長より宣言され、東日本大

震災の犠牲者と平成 22年度物故会員 39名のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げた。 

引き続き中澤会長の会長挨拶があった。この中で３つの項目で話があった。 

 ①東日本大震災に対する本会の対応について 

  3 月 12 日に災害対策本部を設置し検討を始めたところ、テレビ東京の方から放射線の専門家を

派遣してもらいたいと依頼があり、2 名が報道番組に出演した。14 日には内閣府の原子力委員会、

厚労省から確保できるＧＭサーベイ数と診療放射線技師のボランティア派遣の人数の確認があ

ったので急遽「拡大地震対策本部」に切り替え近県の技師会に連絡を行い 16 日に第１次隊サー

ベイヤーを福島に送った。以降 4 月 17 日第 11 次隊まで延べ 55 名で 15600 名のサーベイ活動

を行った。4月 11日からは福島県警本部の依頼により遺体検案前サーベイを現在も行っている。 

 ②チーム医療について 

  厚労省は平成 21 年 8 月にチーム医療に関する検討委員会を結成し主に看護師の診療補助に

関して検討がなされ、平成 22 年 10 月に正式にチーム医療推進会議が開催され、5 月には看護

のワーキンググループが発足、看護以外のメディカルスタッフに関しては 10 月にワーキンググル

ープが発足、本会からも委員 1 名が参加している。このことに関してのアンケートを実施、全国

1001 施設の実態調査を基にワーキンググループに報告している。また、このアンケートに基づい

て診療補助行為検討委員会を立ち上げ、厚労省・文科省に答申を行っていく。 

 ③入会促進について 

  本会員数ピークは平成 17年度 31151名で以降減少し平成 22年度 28295名で、厚労省のデー

タでは全国で 46115名が働いており入会率が 61.3％になっている。今年度入会促進委員会で 47

都道府県技師会と連携をとり入会促進を進めていきたい。また医療研修推進財団とも連携し、研

修を充実させ会員減少に歯止めをかけていきたい。 

 次に表彰委員長より平成 22 年度功労表彰 1 名、50 年勤続表彰 31 名、30 年勤続表彰 337 名、

福島第一原子力発電所事故に伴うサーベイヤー84 名（住民対象 55 名・遺体検案前 29 名）に感

謝状の答申報告がされ、功労表彰 1 名・感謝状 3 名が表彰された。なお、50 年勤続表彰・30 年

勤続表彰は第 27回診療放射線技師学術大会で行われる予定である。 

 議事を開始するに当たり資格審査委員長より、総会代議員 240 名全員が議決権を有する資格者

であり、出席者は 220 名、委任状 20 名で過半数を満たしている為総会成立であると報告があっ

た。 

 次に総会運営委員長より議長として埼玉県の堀江氏・愛知県の近藤氏が提案され承認された。 

 議事に移り、平成 22年度事業報告・決算報告・監査報告が提案され賛成多数で承認された。引き
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続き平成23年度事業計画・予算案が提案され質疑応答の末、賛成多数で承認された。主な質問

は 

 質問①技師格の取得半数に止まっているのはどうなのか、できればＡＤセミナーの各地方技師会

開催は出来ないのか。答）Ｅラーニングだけではだめなので地方開催を認めていく。 

質問②救急撮影認定技師の受講資格カウント 30 取得は多くの会員は難しいと思うのでＪＡＲＴの

研修活動が反映されないものか。答）現体制から日本救急撮影技師認定機構の方に委員を 2 名

入れて改善をはかっている。 

質問③入会希望者が手続きしているのに通知等が来ないのはどういうことか。答）データーベース

にトラブルが発生して大変迷惑をかけている、対応はしているが難しく復旧は７月末を目安にして

いる。入会等に関しては直接事務局に連絡してもらいたい。 

質問④国際認定試験・認定が今年の事業計画から無くなっているが今後どのようになっていくか。

答）国際認定試験に約 500万円が必要であり、昨年の理事会で審議し国内認定にかえていく。 

などの質疑応答があった。詳しくはＪＡＲＴの総会議事録を参照していただきたい。最後に小川副

会長の閉会の辞で総会は終了した。 

  続いて、来年度の診療放射線技師総合学術大会の開催県である愛知県の代表よりＰＲと、現在

不具合を起こし諸手続きが出来なくなっている情報システムについての経緯と現状説明があっ

た。 

                             （文責 常務理事 池田茂良） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左から） 

藤照正会員、山本一雄顧問、渡辺庄一常務理事 

池田茂良常務理事、熊代正行顧問 

田原誠司副会長、小畑慶己副会長 
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報告 
第９回親睦ゴルフ大会実施の報告 

 

6 月５日（日）、第９回親睦ゴルフ大会が開催されました。この大会は岡山県

放射線技師会の福利厚生事業の一環として毎年この時期に行われています。

今年度は岡山市から７０km 程北にある真庭カンツリークラブで開催されました。ここ

は中国山地の大自然に囲まれた雄大なチャンピオンコースであり、左右のコース巾も比較的広く、フ

ェアーウエーやグリーンもよく整備されていました。この時期としては最高のコンディションで日差し

は柔らかく、風もほとんどありませんでした。また、前が詰まって待つこともなく、後ろから追い上げら

れることもなく、気兼ねなくゆっくりとラウンド出来ました。今回の参加者が１２名、３組ということで若干

寂しくなるのかと思っていましたが、女性会員の参加もあり、なごやかで楽しい大会となりました。 

 

成績 

優 勝  鈴木 重治 会員 

準優勝  北山 卓一 会員 

第３位  柴辻 一成 会員 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から柴辻会員（3位）鈴木会員（優勝）北山会員（準優勝） 参加された皆様 
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案内 

案内 

案内 

第 27回診療放射線技師総合学術大会（青森大会） 

参加事前登録のご案内 
 

第 27 回診療放射線技師総合学術大会および第 18 回東アジア学術交流大

会は、平成 23年 9月 16日（金）から 18（日）までの 3日間、青森市で開催されま

す。 

岡山県放射線技師会といたしましては、多数の会員参加を促進するため、事前参加登録券と情報

交換会券に 1,000円ずつ補助金を出すことになりました。（但し、岡山県放射線技師会から購入した

場合に限ります。）購入金額は下記になりますので、参加、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 事前参加登録券  5,000円 → 4,000円 （21枚） 

情報交換会券   8,000円 → 7,000円 （5枚） 

 

お申し込み先     各ブロック担当理事まで 

お申し込み期限    平成 23年 8月 20日（土） 

お支払方法      各ブロック理事に直接お支払ください。 

お支払期限      平成 23年 8月 20日（土） 

 

購入後のキャンセルは 8月 31日（水）までにお受けいたします。 

詳細につきましては各ブロック担当理事までお問い合わせください。 

 

 

勉強会ご案内のお知らせ 

 

“現在、県内各地でさまざまな勉強会が行われています。会員からの声として、

「勉強会に参加したいが、何時、何処で開催しているのか分からない。」「勉強

会の内容によっては参加したいが、演題名、講師名が分らない」等々の声をよく

聞きます。岡山県放射線技師会では、毎月の種々の勉強会を一覧表にして、月初めに、ホームペ

ージで紹介したいと思います。勉強会を主催されている方は、月末までに、岡山県放射線技師会ま

で、お知らせください。（様式は、岡放技ホームページにあります） 

 
 

編集委員会からのお知らせ 

 

編集委員会では会誌No31の原稿を募集しております。論文、学術資料、エッ

セイ等会員の皆様の活動などを掲載していく予定ですので、会誌投稿規程ご

参照の上、電子媒体にて、10 月末までに岡放技事務所または編集委員会（松

本）までお送り下さい。 
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お願い 

（社）岡山県放射線技師会                 竜操整形外科病院 

〒700-0867岡山市北区岡町 16-10-201        〒703-8245 岡山市中区藤原 21-1 

TEL：（086）235-1313                     放射線科 松本浩二 

FAX：（086）235-1515                    TEL：（086）273-1233 

E-mail: oart＠oka.urban.ne.jp                E-mail：k.matsumoto◎ryusou.jp 

※迷惑メール対策のため『@』を『◎』で表記しています。 

 

 

インタ－ネット環境の整備とメ－リングリストへの登録のお願い 

 

 当会では、各種お知らせなどを岡放技ニュ－スで会員のみなさまにお伝えし

ていますが、役員はじめ各委員長なども多忙な業務の中での技師会活動であ

ることや、年間の活動行事が増えている状況で講師や会場の調整がたいへん難

しく予定変更を余儀なくされる場合もございます。 

また、編集に関わる岡放技予算についても、できるだけ経費を抑えなくてはならない重要な項目

です。したがって、迅速かつ経済的に情報発信をおこなうためにも、岡放技ニュ－スの印刷発送を

年間 3～4 回程度にとどめ、残りはＨＰ（ホ－ムペ－ジ）およびＭＬ（メ－リングリスト）を利用して案内

やお知らせを行ってまいります。 

会員のみなさまには、インタ－ネット環境の整備およびＭＬへの登録についてご理解ご協力くださ

い。 

また現在は、どうしてもインタ－ネット環境が整備できないとお申し出の数名の会員の方々には、

個別にニュ－スを郵送しておりましたが、作業の効率化および経費節約と他会員との公平性を期す

ことなども鑑み、9月号で終了させていただきます。あらかじめご了承ください。 

※携帯電話からでもＭＬへの登録は可能ですが、添付ファイル等が開けない場合がございますので、

パソコンを利用してＨＰ上からの登録をお願いします。 

 

（社）岡山県放射線技師会      

〒700-0867岡山市北区岡町 16-10-201 

TEL：（086）235-1313 

FAX：（086）235-1515  

http://www.oka.urban.ne.jp/home/oart/ 

E-mail: oart@oka.urban.ne.jp 

 

※E-mailで直接申し込む場合は件名に「メ－リングリスト希望」として会員番号・氏名・勤務先施設名

を明記してください。 
 

 

 

 

 

mailto:oart@oka.urban.ne.jp
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