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会          告  

 

臨時総会開催のお知らせ 

 

記 

 

    日時  平成 24 年 7月 15日（日） 17：30～18：00（予定） 

   会場  ピュアリティまきび 

         〒700-0907  岡山市北区下石井 2-6-41 

   議題  １）新定款（案）の承認 

        ２）その他 

 

平成 24年 5月 20日に開催した第一回総会において、新公益法人移行に伴う定款改定の承認を

得る予定でしたが、ハガキによる賛成の数が、会員の４分の３に満たなく、総会での承認を得ること

ができませんでした。 

新公益法人に移行するためには、定款の改定が絶対の条件となります。定款の改定ができないと、

移行申請ができず、来年の 11月 30日をもって解散となります。前回の総会により、公益社団法人を

目指すことが、すでに議決されています。新定款は、公益社団法人移行のための内閣府のガイドラ

インに基づき作成したものです。会員の皆様には、ぜひとも定款改定の趣旨をご理解いただき、ハ

ガキにて返事をお送りくださるようお願い致します。 

つきましては、上記の通り、臨時総会を開催いたしますので、ご出席くださるようお願い致します。

なお、新定款と旧定款につきましては、ホームページ上にアップしていますので、ご覧ください。 

 

※同封のハガキは出欠の有無にかかわらず、平成24年 7月 1日（日）までに、必ずご投函ください。

都合で欠席される場合は、必ず委任状の欄にもご記入ください。 

第６章  定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第３１条 この定款は、総会において正会員の総数の４分の３以上の同意を得、かつ、主務官庁の

許可を得なければ変更することができない。 

現在 会員数  ６６８名     

定款の改定には、総会において正会員の総数の４分の３以上の同意が必要とされています。 正会

員の総数の４分の３、つまり、５０１名の同意が必要です。 
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会          告 

会          告  

第 91回 コメディカル研修会 

平成 24年度 フレッシャーズセミナー 
 

日時  ７月 15日（日）午後１3時 30分～18時 受付 13時～ 

場所  ピュアリティまきび 

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  

                                         笠岡第一病院  小橋高郎先生 

14：00～15：00 新人のための医療安全講座  

                        倉敷中央病院放射線センター  森分直実先生 

15：00～16：00 感染対策講座  

                                   井原市立井原市民病院  岡本吉生先生 

16：10～17：30 気管支解剖講座 

                                             草加病院  藤田 仁先生 

17：30～18：00 臨時総会  

                                                           

 

今年度も日本放射線技師会との共催でフレッシャーズセミナーを開催します。 

どなたでも参加できますので多数のご参加をお待ちしております。 

なお、今回肺がん部会 CT研修会はありません。 

 

 

 

 

 

第14回ビアパーティー 

 

今年もフレッシャ－ズセミナ－終了後、ピュアリティまきびにて下記の通り「ビアパーティー」を開催

いたします。今回は皆様からのご意見、ご指摘が多かった参加費や料理内容の見直しをはかり、バ

イキング形式でのビアパーティーを企画してみました。若い会員の皆様にはしっかりと食事を楽しん

でいただき、他施設の先輩技師の方々との交流や情報交換の場として気軽に参加をしていただけ

ればと思っています。 

また、賛助会員の皆様方も、われわれ技師との交流の場として多数ご参加くださりますよう、お願

い申し上げます。 
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記 

 

【日時】 平成24年07月15日(日) 18:30～21:00 

受付 17:30～（予定）*フレッシャ－ズセミナ－受付時の可能性あり 

【会場】 ピュアリティまきび 1F レストラン『パルティール』 

        http://www.makibi.jp/summer_beer_viking2012.htm 

         （会場案内ホームページ） 

〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井2-6-41 

TEL（086）232-0511   

【内容】  バイキング形式（食べ放題） 

飲み放題（ビール・焼酎・日本酒・ソフトドリンク・ワインなど） 

新入会員の紹介、賛助会員のＰＲ等を予定しています 

【参加費】 新入会員（本年度入会予定者、他県からの転入者も含む）無料 

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 

【申し込み先】 社団法人岡山県放射線技師会 事務局 

FAX ： 086-235-1515 

MAIL： oart@oka.urban.ne.jp 

※ 申し込み時に岡山県放射線技師会への入会年度を記入して下さい 

※ 申し込みメールの件名は必ず"第14回ビアパ－ティ－参加申し込み"として下さい 

【申込締切】 平成 24年 6月 30日(土)  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は日曜日でもあり、駐車場が混雑する恐れがあります。なるべく公共通機関をご利用のうえ

お越しください。また、駐車場ご利用の方は帰宅時に会場フロントに駐車券をご提示ください。利

用無料の処理をいたします。 

但し、ビアパーティー参加者は飲酒運転にならないようにご配慮下さい。 

福利厚生副委員長 国府島昌之 

 



 岡放技ニュース No.198 平成 24年 6月 15日発行 - 4 - 

 
事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

会          告  

 

日本放射線技師会生涯教育基礎講習『核医学』のご案内 

 

主催：日本放射線技師会 

日時：平成 24年 7月 29日 9:00～ 

場所：倉敷中央病院看護研修センター 

受講料：3000円（検定料も含む） 

 

9:00～10:30 

『ガンマカメラシステム 1』（45分）                     倉敷中央病院  松友紀和先生 

『ガンマカメラシステム 2』（45分）                     倉敷中央病院  松友紀和先生 

10:45～12:15 

『SPECT 検査技術 1』（45分）                       倉敷中央病院  長木昭男先生 

『SPECT 検査技術 2』（45分）                 川崎医科大学付属病院  三村浩朗先生            

 

13:15～14:45 

『PET検査システム』（45分）                        岡山旭東病院  杉野修一先生 

『PET 検査技術』（45分）                    川崎医科大学付属病院  甲谷理温先生 

14:55～16:25 

『装置安全管理』（45分）                          倉敷中央病院  長木昭男先生 

『核医学治療』（45分）          富士フイルム RIファーマ RI治療グループ  岸岡悟見先生 

 

16:40～ 

技能検定試験（30分） 

 

申し込み方法 ： JARTホームページより会員ログインでお申し込み下さい。 

申し込み期間 ： 7月 15日 
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案内 

表彰 
地域医療事業功労者表彰受賞 おめでとうございます 

今回はお二人の会員の方が地域医療事業功労者表彰を受賞されました。 

この度受賞されました方々は、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、岡山県放射線技師会の理事として会の運営にも大変ご尽力いただきまし

た。 

この度の受賞に際し心からお祝い申し上げますとともに、お二人の益々のご活躍をお祈り致します。 

 

           受賞日：平成 24年 5月 11日（金） 

           受賞場所：岡山衛生会館 三木記念ホール 

 

  【岡山県知事表彰】     中桐泰隆 会員  （矢掛町国民健康保険病院） 

  【岡山県保健福祉部長表彰】 馬場隆志 会員  （いしま病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 28回日本診療放射線技師総合学術大会（名古屋大会）          

参加事前登録のご案内 
 

第 28回日本診療放射線技師総合学術大会（名古屋大会）が、平成 24年 9月 28

日（金）から 30日（日）までの 3日間、名古屋市で開催されます。岡山県放射線技師会と

致しましては、多数の会員参加を推進するため、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なります。）購入金額は下記になりま

すので、参加の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（34枚） 

情報交換会券   8,000円 → 7,000円（7枚） 

 

 

中桐泰隆 会員 馬場隆志 会員 
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報告 

お申込み先   各ブロック担当理事まで 

お申込み期限  平成 24年 8月 25日(土) 

お支払い方法  各ブロック理事に直接お支払いください 

お支払い期限  平成 24年 8月 25日(土) 

※購入後のキャンセルは、9月 8日（土）までお受けします。 

 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。 

 

 

 

   平成 24 年度第 1回通常総会・ 

第 90回コメディカル研修会開催報告 
 

平成 24年 5月 20日（日）岡山大学病院鹿田キャンパス臨床第 2講義室において、

平成 24年度第 1回通常総会ならびに第 90回コメディカル研修会が開催された。 

 午前中の特別講演では名古屋大学医学部保健学科の小山修司先生による「ＣＴ領域のＸ線

計測」についてご講演があり、ＣＴＤＩ、ＭＳＡＤ、測定器、測定方法、測定値の計算と評価、モンテカルロ法に

ついて非常にわかりやすく説明していただき、日常の精度管理、条件設定や患者の被ばく低減において大

いに役立つ内容であった。 

 通常総会では先ず総会運営委員長により、会場出席者数と有効委任状数で総会審議が成立する旨の説

明の後、審議は進められた。会長の総括などに続き、平成 23年度の受賞会員が表彰された。総会の予定審

議である平成 23年度事業報告ならびに決算報告は全て賛成多数により承認された。 

しかし、公益社団法人移行に伴う新定款案は、会員数 4分の 3の賛成が得られず、承認されなかった。 

 午後からは先ず一般公開講座が行われ、「医療被ばくの現状とその影響」と題して、放射線医学研究所の

島田義也先生によりご講演頂いた。医療被ばくによる人体影響の実態、特に被ばくが問題視されているＣＴ

の被ばく線量、被ばく様式の違いによる影響、遺伝性の影響など、知っているようで知らなかったことも多く、

技師にとっても大変勉強になる内容でした。また今回は、福島の原発事故がらみの話題もあり、興味深い講

演であった。 

 その後、教育講演 3題、臨床報告 1題、学術発表 1題あり、夕方まで長丁場になったが、大変有意義な研

修会であった。                                              （文責 松本浩二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小山修司先生 島田義也先生 総会の様子 
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議長の田淵会員（左）と池長会員 

執行部役員 森岡監事（左）と北山監事 

研修会の様子 
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