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会          告  

第 92回コメディカル研修会 

 

会名：岡山県生活習慣病検診等管理指導協議会 

平成 24年度 第 1回胃がん・大腸がん部会研修会 

平成 24年度 第 1回肺がん部会 CT研修会（肺がん精密検診機関研修会） 

日時：平成 24年 8月 26日（日）10：00～16：10 

場所：倉敷中央病院 看護研修センター 

    無料駐車券を発行します。 

後援：岡山県（予定） 

会費：500円 

    昼食は各自でお願いします。 

 

■胃がん・大腸がん部会研修会  

 【教育講演】10：00～11：00 

    胃がん X線検診セミナー 基準撮影法と精密検診における部位別撮影ポイント        

                                                 日立記念病院  谷野節男先生 

    【特別講演】11；00～12；00 

    胃がん X線検査における読影ポイント 

                                                   草加病院院長  草加勝康先生 

 

■肺がん部会 CT研修会 

 【特別講演１】 13：00～14：00 

  最近の肺がん化学療法の進歩            倉敷中央病院 呼吸器内科  吉岡弘鎮先生 

 【特別講演２】 14：00～15：00 

  がん診療における FDG－PET/CTの役割—肺がんを中心に-- 

                                     倉敷中央病院 放射線科  石守崇好先生 

 【メーカー講演】 15：10～15：40 

  逐次近似応用画像再構成法の原理と特長 

                               GE ヘルスケアジャパン株式会社 

 

■平成 24年度診療報酬改定について 15：40～16：10 

倉敷中央病院  清川文秋先生 
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報告 
日本放射線技師会 創立６５周年並びに 

公益社団法人移行記念式典・記念祝賀会参加報告 
 

記念式典 

平成２４年６月１日（金）、東京パレスホテル２階『葵』において、午後２時より創立

６５周年並びに公益社団法人移行記念式典が行われました。公益社団法人 日本放射線技師会 

中澤靖夫会長の挨拶のあと、小宮山厚生労働大臣祝辞、厚生労働大臣表彰が行われました。厚生

労働大臣表彰は、各都道府県から１名ずつの推薦と本部推薦あわせて、５７名の会員が受賞されま

した。岡山県からは、県の推薦で大村博信相談役と本部推薦で熊代正行 JART 理事の２名が受賞

されました。おふたりが今後益々ご活躍されますことをお祈りいたします。受賞式のあと、記念講演

会として、『わが国における医学・医療の挑戦と応戦』と題し、国際医療福祉大学総長 矢崎義雄先

生の講演がありました。国民医療費の推移や社会保険制度等の課題に関する分析により、ライフイ

ノベーション、つまり、国内における医薬品や高額医療機器の開発推進、チーム医療の更なる推進

の重要性をお話いただきました。 

記念祝賀会 

場所を４階『山吹』に移動し、祝賀会が盛大に執り行われました。中澤靖夫会長の挨拶のあと、厚

生労働省大谷医政局長、日本医師会藤川理事、日本理学療法士協会半田会長、日本病院薬剤師

会北田副会長、日本放射線技術学会真田代表理事から来賓のおことばがあり、大谷医政局長、全

日本病院協会安藤副会長、日本看護協会齋藤常任理事、日本言語聴覚士協会深浦会長、本会中

澤会長による鏡開きが行われ、今後の本会並びに関係団体の発展を祈念するとともに、日頃の労を

ねぎらいました。 

 

 

第７２回 公益社団法人 日本放射線技師会定期総会 速報  

平成２４年６月２日（土）午前１０時から、東京科学技術館サイエンスホールにおいて第７２回 公

益社団法人 日本放射線技師会定期総会が開催されました。昨年度の物故会員５０名の方のご冥

福を祈り、黙祷を行い、井戸副会長の開会宣言で定期総会が始まりました。中澤会長からは、公益

社団法人に移行後初の総会であり皆様から忌憚ない意見をいただければとの挨拶がありました。そ

の後、表彰を行いました。山本一雄表彰委員長より、鳥取県の２名の会員に功労賞、５０年、３０年勤

続表彰の方々の審査の結果が報告されました。青森県放射線技師会に感謝状、学術奨励賞を各

地区の方々へ授与されました。総会運営委員長より、代議員１９０名のうち、出席が１７３名、委任状

１７名と全員の出席を確認したとの報告でした。議長選出後、議事に入りました。平成２３年度事業

報告では、震災発生後から福島県災害対策本部にサーベイヤーを派遣し、住民のスクリーニングを

実施、４月１１日からは遺体の放射線サーベイも開始したとの報告でした。診療放射線技師の業務

拡大については、全国的なアンケート調査を踏まえ、診療放射線技師法の改正や診療放射線技師

業務について厚労省と折衝していく予定とのこと。診療放射線技師国家試験は、診療放射線技師

資格を持つ試験委員長の下で作成すべきとの要望書を提出したとのこと。フレッシャーズセミナー、

技術部長（技師長）の育成研修会、女性サミットの開催等の報告があった。詳細は総会資料をご覧く

ださい。（ＪＡＲＴ会誌６月号）平成 23 年度事業報告（否決 0、保留 0、賛成 179）、平成 23 年度決算
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報告（否決 0、保留 0、賛成 179）、平成 24 年度事業計画案（否決 0、保留 0、賛成 179）、平成 24

年度予算案に関する審議（否決 0、保留 1、賛成 178）の他、定款の一部改正として公益社団法人日

本診療放射線技師会に名称変更すること（否決 0、保留 13、賛成 166）、組織規程の改正としてこれ

までの常務理事会を運営会議とすることが審議され（否決 0、保留 10、賛成 169）、議案はすべて承

認されました。 

本総会では、理事選挙も行われ平成 24・25年度の理事が選出されました。 

 

平成２４年度、２５年度役員の選任について 

監  事   新開 英秀  田代 邦幸  室野井 廣 

外部理事  岩﨑 榮   作野 史朗  西貝 圭子 

地域理事  北海道：坂東 道夫  東 北：土佐 鉄雄   北関東：本望 鐐一  

          南関東：小原  修  中日本：佐野 幹夫    近 畿：轟 英彦  

  中四国：西田 史生  九 州：村上 康則 

全国理事  稲葉 孝典  橋本 薫   児玉 直樹  小川 清   加藤 芳人  

  富田 博信  中澤 靖夫  北村 善明  小田 正記  小野 欽也 

原口 信次  井戸 靖司  松本  貴   熊代 正行 

 

全国理事は、定数１４名に対し立候補が１６名でしたので、選挙が行われました。その結果上記の

方々が理事に選出されました。 

そのあと、理事会が別室で行われ、会長に、中澤 靖夫氏、副会長に、小川 清氏と井戸 靖司

氏に決まったとの報告がありました。    

         （報告：田原 誠司） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

挨拶をされる中澤日放技会長 出席された岡放技代議員の（左から）池田常務理事、田

原副会長、小畑副会長、寺嶋会員、藤田会長 
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報告 第 10回親睦ゴルフ大会実施の報告 

 

6 月 3 日（日）、第 10 回親睦ゴルフ大会が昨年と同じ県北の真庭カンツリークラ

ブで開催されました。 

 当日朝、目覚めれば雨の音、曇りの予報がはずれがっかりしながら朝食をとり会場に向かっている

と、だんだんと空も明るくなりスタート時には晴れ、参加者皆さんの日ごろの行いが良いからでしょう

か？午後に通り雨と尐し雷が鳴りましたが、良いコンディションの中、各施設の仕事や遊びの話をし

ながら楽しくプレーできました。 

今回は会員各施設の行事などが重なり、参加者が 7 名、2 組ということで若干寂しい大会となりま

した。 

  次回は尐し時期を早めて県南の会場の予定ということになりましたので、多くの方の参加をよろし

くお願いいたします。 

 

 

成績 

優 勝 田原 義成 会員 （岡山市民病院） 

準優勝 福島 新二 様  （中島病院） 

第３位 池田 茂良 会員 （笠岡市立市民病院） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から福島様（準優勝）田原会員（優勝）池田会員（3位） 参加された皆様 
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案内 

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） 

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） 

 

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。 

 

 

編集委員会からのお知らせ 

 

編集委員会では会誌No32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長 松本 

までお送り下さい。 

 

（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 
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案内 

事務局 

案内 

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

ジで紹介したり、岡放技ニュースでお知らせしていきますので、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。）また、開催まで時間に余裕がある場合は、岡放技ニュースに掲載しますので、 

編集委員長 松本（前ページの連絡先）までお知らせください。 

 

 

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

しく急に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頄目

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。 

※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。 
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事務局 

案内 

事務局 

案内 

変更はありませんか？ 

 

勤務先・自宅住所・姓の変更届けがまだの方は、変更届の提出をお願い

致します。 

（会誌など発送先が勤務先になっている方も、自宅住所等が変わっていればお知らせ

願います。） ※今回のニュースに掲載しています変更届をプリントアウトして、必要事頄をご記

入の上、FAXにて岡放技事務所までお送りください。 

岡放技 FAX 086-235-1515 

 

 

会費納入について 

 

１．平成２４年度会費が未納の方は至急お振込頂きます様にお願い致しま

す。 

 

２．払込用紙が行方不明の場合、郵便局備え付けの払込用紙をご利用下さい。 

郵便振替口座番号   ０１２７０－２－２６００ 

加入者名       社団法人 岡山県放射線技師会 

平成 24年度会費    ８，０００円 

＊必要事頄を通信欄にご記入下さい＊ 

      ①会員番号（日本放射線技師会と同じ） 

      ②氏名 

③勤務先又は自宅住所（会誌など送付先を優先） 

 

 お問合せは、事務局まで。 
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