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会          告 
 

 

 

日本放射線技師会基礎講習『一般撮影』開催のご案内 

 
この度、日本放射線技師会が実施しております基礎講習の『一般撮影』を下記の要領で実施する

こととなりました。 

一般撮影に関しては多様なテキストが出されており、各施設でも工夫がなされた撮影が行われて

いると思われます。一方でなかなか勉強する機会が少なく、各自の撮影技術を見直すチャンスも少

ない分野でもあります。今回、解剖から基本的撮影法・工夫まで、各方面の臨床で活躍している講

師をお迎えして講習を行います。また本講習の最後に実施される検定試験は、日本放射線技師会

技能検定 3級取得を目指すものです。 

この機会に、新人からベテランまで、ぜひ多数のご参加をいただけますよう、ご案内いたします。 

 

記 

 

日時 ： 平成 23年 11月 13日（9:00～17:15） 

場所 ： 岡山大学医学部臨床第１講義室 

受講料： 3000円（非会員 6000円） 

               検定料を含みます 

 

申し込み：JARTホームページからログインしてお申し込みください。 

＊お申し込みにはメールアドレスが必要になります。 

アドレスをお持ちでない方は岡放技事務所まで FAX でお申し込み下さい。（岡放技

FAX：(086)235-1515） 

締切り：10月末日 

＊詳細は日本放射線技師会、岡山県放射線技師会ホームページでご確認ください。 
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時間割 

限 時間 分 科目 講師 

 8:30～8:50  受付開始  

 8:50～9:00  開講式  

1 9:00～9:45 45 胸部・ポータブル撮影 小橋秀樹 

川崎医科大学附属病院 

2 9:45～10:30 45 腹部・骨盤 小橋秀樹 

川崎医科大学附属病院 

3 10:30～10:45 15 休憩  

4 10:45～11:30 45 泌尿器・生殖器系（造影） 藤 照正 

倉敷成人病センター 

5 11:30～12:15 45 頭頚部・甲状腺 小畑慶己 

呉医療センター 

6 12:15～13:15 60 休憩  

7 13:15～14:15 60 脊柱・関節・上下肢・軟部 真田泰三 

岡山済生会総合病院 

8 14:15～14:45 30 歯科・口腔 中村伸枝 

岡山大学病院 

9 14:45～14:55 10 休憩  

10 14:55～15:40 45 診断用 X 線装置・画像処理

装置 

荒尾信一 

川崎医療短期大学 

11 15:40～16:25 45 検像および注意点 荒尾信一 

川崎医療短期大学 

12 16:25～16;45 20 休憩・試験準備  

13 16:45～17:15 30 臨床技術能力検定  

 17:15～  閉講式  

（敬称略） 
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表彰 

表彰 

地域医療表彰受賞 おめでとうございます！ 

《岡山県備前保健所長表彰》 

平成23年度岡山県備前保健所地域医療事業功労者表彰がおこなわれ、北川病院

の原宰会員が岡山県備前保健所長表彰を受賞されました。 

長年にわたり診療放射線技師として地域医療に貢献されるとともに、岡山県東備地域での勉強会で

指導的役割を果たすなど、地域での活動で岡山県放射線技師会の活動を支えて頂きました。 

この度の受賞に際し心からお祝いを申し上げますとともに、益々のご活躍をお祈り致します。 

 

受賞日：平成23年7月28日（木） 

受賞場所：三光荘 

原 宰 会員 （北川病院） 

 

 

 

 

 

 

がん征圧事業功労表彰 おめでとうございます！ 

《岡山県健康づくり財団理事長感謝状》 

平成23年9月5日に三木記念ホールにて開催されました「がん征圧岡山県大会」

に於いて、岡山大福クリニックの逸見典子会員が岡山県健康づくり財団理事長感

謝状を受けられました。 

岡山県をはじめ、全国各地で開かれる研修会等通じて、マンモグラフィの撮影技術の

普及や精度管理の向上に取り組まれ、乳がんの征圧に努められました。主な業績として、NPO法人マ

ンモグラフィ精度管理中央委員会の技術委員としての活動、「乳腺撮影法の検討」等、多くの学会発

表、「マンモグラフィの実務とテクニック」等の著書が挙げられます。 

この度の受賞に際し心からお祝いを申し上げますとともに、益々のご活躍をお祈り致します。 

 

受賞日：平成23年9月5日（月） 

受賞場所：三木記念ホール 

逸見典子 会員 （岡山大福クリニック） 
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案内 表彰慶弔委員会からのお願い 

（社）日本放射線技師会 永年勤続50年・30年表彰該当者の方へ！ 

岡山県放射線技師会では、平成23年度 社団法人日本放射線技師会 永年勤続50年・30年

表彰該当者の推薦を行っております。今年度の表彰は、来年行われますが、日時、場所は

未定です。 

永年に亘り診療放射線技師として、ご活躍されてきた該当会員の皆様におかれましては、ぜひとも永年勤続表

彰をお受け頂きますようお願い申し上げます。 

つきましては、お手数ではございますが添付資料を確認の上、下記の要領にて平成23年11月11日(金)までに

お手続き頂きますようお願い申し上げます。(締切日を延長しました。) 

 

① 永年勤続50年表彰について 

過去に25年勤続表彰または30年勤続表彰を受けられた方で、表彰年度（平成23年度）まで引続き会費を完納

していることが必要です。 

履歴書などは不要ですが、会員番号、氏名、連絡先住所、電話番号、25年または30年勤続表彰を受けられた年

月日、Eメールアドレス（あれば）を記載の上、Eメールまたは郵送にて下記の近藤までお知らせください。 

尚、勤続50年を越える方で、25年または30年勤続表彰を受けられていない方は、次の「②永年勤続30年表彰

について」へお進みください。 

 

② 永年勤続30年表彰について 

表彰年度（平成23年度）まで引続き会費を完納していることが必要です。 

永年勤続30年表彰申請に必要な書類：永年勤続30年表彰者用履歴書（様式第6号）を2部捺印の上、下記の近藤

まで郵送頂けますようお願い申し上げます。 

 

③ 履歴書の記入について 

履歴書の職歴欄について、就職した年月日と退職した年月日を必ず記入してください。特に、勤務先を変更

された方は、勤務年数の算定に必要ですので、全ての就職した年月日と退職した年月日をご記入ください。 

（記入例） 

昭和 年 月 日  ○○病院  就職 

平成 年 月 日  ○○病院  退職 

平成 年 月 日  ○○病院  就職  現在に至る。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

送り先、お問い合わせ担当： 〒712-8007 倉敷市鶴の浦2-6-11 

 倉敷リバーサイド病院 放射線検査室 近藤義昭 

（岡山県放射線技師会表彰慶弔委員長） 

TEL 086-448-1111（内線150） FAX 086-448-1251 

Mail ： yk8229@kchnet.or.jp 

 

 

mailto:yk8229@kchnet.or.jp
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添付資料 

＜表彰規定 抜粋＞ 

永年勤続表彰 放射線技師職として国民保健の維持発展に寄与し、下記に該当する者とする。 

1. 30年以上放射線技師関連業務に従事したもので本会に入会後引続き、15年以上会費を完納した者。 

2. 前号に定める表彰を受けた者で引続き50年に達するまでの間、会員として在籍し、会費を完納した者。 
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会員の声 

今回の「会員の声」は津山中央病院にご勤務されている伊田和司会員からご寄稿い 

ただきました。ありがとうございました。 

 

シリ－ズ ≪会員の声≫ No.6 

私が大切にしていること 

財団法人津山慈風会 津山中央病院 

 伊田 和司 

 

岡山県北部に位置する桜とホルモンうどんの城下町津山に流れ着き早 6 年。私の勤務する津山中央病院

は、病床数525床、津山中央病院救命救急センター ・津山中央訪問看護ステーション ・津山中央居宅介護

支援事業所・津山中央看護専門学校を併設し、関連施設としては津山中央記念病院・津山中央クリニックが

ある地域の中核病院である。 

私には、いくつかの趣味がある。まずは、小学生時代から続けているテニス。院長率いるテニス部に所属し、

週一の練習と、夏には合宿なるものが開催され、二日間山に軟禁され鍛え上げられる。そして、就職してから

本格的に始めたスキー。こちらもクラブに所属し、一級の検定に落ち続けている万年二級スキーヤーの腕前

である。四年前からは、岡山県放射線技師会山本一雄顧問率いるマラソン部にも所属している。こちらは年

数回の大会に出場し、年々タイムと体力の低下に悩まされている。また、看護師・薬剤師の後輩達が立ち上

げた自動車ツーリング部にも所属し、自他ともに認める車オタクぶりを発揮している。そして最近では、ME や

医師の方の勧めで、新境地開拓のため二輪の免許を夜な夜な教習所に通い取得し、三十路ライダーデビュ

ーを果たした。 

前文を読まれた方は、「なんだか遊んでばかりのやつだな」とお思いになる方もおられるでしょうが、これが

私の仕事や人間関係を円滑に進めていくためのコミュニケーションツールなのである。 

津山中央病院に就職してまず感じたことは、職員数の多さ。同期の職員だけでも 60 人近くいたように覚え

ている。そしてそれが、全職種・全職員となると・・・仕事をしていても、名前や職種すら全くわからない状

態・・・他職種の方と仕事をしていても、機械的に作業が進んでいくのみで何か物悲しさを感じていた。 

学生時代単科の病院に勤務していたことがあるが、特別努力しなくても誰が誰なのかすぐに覚えることが出来、

他職種の方とも和気藹藹と仕事をしていたように覚えている。 

そこで私がとった行動は、なるだけ多くのクラブに所属し、飲み会等に参加した。賛否両論分かれるところで

はあるだろうが、おかげで他職種の方から名前と顔を覚えてもらうことに成功し、病棟などにポータブル撮影

にいった際、手伝ってくださる方や業務中に声を掛けてくださる方が飛躍的に増えたのである。さらに意思疎

通が行えることで、連携を円滑かつ密にし、検査・治療に必要な他職種の知識や情報を共有することで一歩

踏み入った理解が出来、少しばかり仕事が楽しくなり、心に幾許かの余裕が出来たことを覚えている。 

歳をとり生活環境等変化しても、私はこれからも人と人とのつながりを大切にし、コミュニケーションやつな

がりを大切にしていきたい。 
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案内 

平成 23年度岡山県放射線技師会活動アンケート調査にご協力

をお願いいたします 
 

調査委員会からのお知らせです。この度、平成 23年度岡山県放射線技師会活動調査

を実施いたします。後日結果を集計し、各委員会や担当者にフィードバックさせ、今

後の会の運営や指針の決定に役立てたいと思います。また、ニュース等に掲載いたします。つきましては

別紙アンケート用紙に回答をご記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。多くの会員の皆さまのご

意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

締め切り：11月 19日（土）消印有効 
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