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公益社団法人日本診療放射線技師会  

永年勤続 30 年・50年表彰について 

 

岡山県診療放射線技師会では、日本診療放射線技師会の表彰規程に定める永年勤続表彰  

候補者（2020 年度）の推薦を行います。表彰式は、2021 年度に開催の第 37 回日本診療放射線  

技師総合学術大会開会式において行なわれる予定です。 

該当する会員の方は、JART ホームページをご確認の上、下記の要領にて 2020 年 10 月 30 日 

までにお手続き頂きますようお願いいたします。 
 

1. 永年勤続 30年表彰について 

➢ 表彰該当者は 2020 年度において 30 年以上診療放射線技師関連業務に従事された方で、日本   

診療放射線技師会入会後引き続き 15年以上会費を完納していることが条件となります。 

➢ 表彰年度（2020年度）まで、引き続き会費を完納していることが必要ですのでご留意下さい。 

➢ 申請に当たりましては、永年勤続 30 年表彰者用履歴書（様式第 5 号※）を 2 部「捺印」の上、        

岡山県診療放射線技師会まで郵送してください。 

➢ 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。なお、１枚で書ききれない場合は、本書類をコピーしてご利用ください。 

（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。 
 

※30年表彰者用履歴書（様式第 5号）は、以下よりダウンロードしてください。 

公益社団法人 日本診療放射線技師会 

日本診療放射線技師会について＞各種様式 http://www.jart.jp/profile/youshiki.html 

会員籍に関する諸様式＞表彰推薦に必要な書類＞表彰規定 様式 5 
 

2． 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、引き続き 50 年に達するまでの間会員として

在籍し、表彰年度（2020年度）まで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 メールアドレスを記載の上、E メールまたは郵送にて下記の岡山県診療放射線    

技師会までお知らせください。 

➢ 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、前の「1．永年勤続      

30年表彰について」へお戻りください。 
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事務所開所時間：月・火・木・金 10:00～14:00 水 10:00 ～12:00 

郵送先 

〒700-0867 岡山市北区岡町 16-10-201 

公益社団法人岡山県診療放射線技師会 

TEL:086(235)1313  FAX：086(235)1515 

mail： oart@oart.jp 

提出期限： 2020年 10月 30 日（金） 

  

mailto:oart@oart.jp


 岡放技ニュース No.286 令和２年 10 月 15 日発行 - 3 -   

 

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

 

出前講義  岡山県立倉敷中央高校 

 

組織委員長  高尾 渉 

 

毎年開催しています出前講義。 

今年度第 1回目の出前講義は岡山県立倉敷中央高校看護科です。 

令和 2年 7月 30日（木）看護科 2年生 40名・8月 4日（火）看護科 3年生 38名 

真夏の二日間、熱い講義が行われました。講師は岡山大学大学院保健学研究科 

放射線技術科学分野 松浦 龍太郎先生です。 

「看護師として知っておいてほしい放射線の基礎」について 2 時間の講義で、  

身近にある放射線から、福島第一原発事故について、医療には欠かせない放射線を

利用した画像診断、看護師として知っておいてほしい放射線に関する基礎知識、  

外部被ばく防護の 3 原則について、妊娠と被ばくについて等、よく知って       

コントロールするための基礎的な知識が必要であるとお話しされました。松浦先生の

お話は非常に理解しやすいスライドの内容で講義され、生徒たちの非常に真剣な  

まなざしで聴講する姿が特に印象的でした。 

今回の出前講義が将来看護の仕事で役に立てれば幸いです。 

    
講義の様子  

報 告 
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第 133回岡山県放射線技師会セミナー  開催報告 

 

学術副委員長   大枝嗣人  

 

 令和 2 年 9 月 20 日、岡山県診療放射線技師会では初の試みとなる Web による  

第 133 回岡放技セミナーを開催しました。2 月頃から COVID-19 の感染拡大により 

セミナーを中止せざるを得ない中、今回ようやく WebEX を用いてセミナーを開催する

ことができました。当初の予定と開催形式はかなり変更され、役員も打ち合わせを  

繰り返し、なんとか Webによる開催にたどり着けました。 

内容は中止となった第 130 回岡放技セミナーを延期する形の内容となり、教育  

講演に川崎医科大学総合医療センター、放射線科部長の加藤勝也先生に    

『肺癌の CT 診断』という演題名で講演していただきました。次に、話題提供として 

この 4 月より施行された、医療法施行規則の一部改正に対応するため『 医療法   

施行規則の一部改正への取り組み  』として自施設の対応についての発表を   

「 岡山画像診断センターでの被ばく管理への取り組み 」という演題名で岡山画像 

診断センター、画像技術部の杉本昂平先生と「  岡山大学病院における診療用   

放射線の安全管理体制について～画像診断管理認証施設として～」という演題名で

岡山大学病院医療技術部放射線部門、副診療放射線技師長の赤木憲明先生に 

発表していただきました。 

内容として、加藤先生の講演では肺がんについての一般的な事項、肺がんに  

特徴的な CT 画像、肺がんの鑑別診断、経過診断に CT がどのように役立つか、  

肺がんの中でもCT画像だけで診断できる肺がんについての講演でした。多くの症例

画像を提示しながら病理画像と CT 画像を対比し、診断のポイントをとても分かり   

やすくご教示していただいき、診断するために適正な FOV とポジショニングが大事で、

しっかりとした吸気での撮影、画像再構成など適切な撮影条件で提供してもらうことが

良い診断に繋がるので、基本を押さえた良い仕事をお互いにしていきましょうとの  

ご提言で締められました。 

話題提供では杉本先生から画像管理加算の対象になっていない中で、独自の   

ソフトを作成して手間を省くなど独自の工夫、対応をされているとの発表でした。また、

赤木先生からは組織として法令改正の対応に取り組んでいくことで環境を整えており、

大きな組織の中での対応について参考になる発表でした。それぞれの施設での取り

組みに対し、出来る事と出来ない事を把握し、やる、やらないをはっきりさせていくこと

が重要であるとのことで、大変参考になる内容であったと思います。 

今回のWebによるセミナー開催に参加された会員の皆様からのご意見を参考に今

後もより良いセミナーが開催できるよう努力していきたいと思います。最後にこの難し

い状況の中、会場を提供していただきました岡山旭東病院の皆様に感謝いたします。 

報 告 
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川崎医科大学 総合放射線医学 教授 

川崎医科大学 総合医療センター 

放射線科 部長 

加藤 勝也 先生 

 

 

 

 

 

    
岡山大学病院 医療技術部放射線部門       岡山画像診断センター 画像技術部 

          赤木 憲明 先生                     杉本 昂平 先生 

 

   
会場の様子 
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「変更届」提出のお願い 

 

 

会員の皆様、お願いがあります。 

勤務先・自宅住所などの登録情報の変更をされた方は、 

       岡放技事務局まで、「変更届」をお送りください。 

（「変更届」用紙はホームページの「ダウンロード」の中にあります。） 

日本診療放射線技師会 JART の会員システムが大幅に変わり、会員様が変更を  

されても以前の様に、システムから「会員情報が変更されました」との連絡が来なく 

なっており、全く把握できません。 

岡放技独自の会員台帳にて色々な処理をしておりますので、是非とも、お忘れなく 

お知らせください。よろしくお願い致します。 
 

                         【送り先】 

                         〒700-0867 岡山市北区岡町 16-10-201 

岡山県診療放射線技師会 

                           FAX : 086-235-1515 

                           Mail : oart@oart.jp 

  

お知らせ 

mailto:oart@oart.jp
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第 36回日本診療放射線技師学術大会についてのお知らせ 

 

会長  大野 誠一郎 

 

 

第 36 回日本診療放射線技師学術大会は、10 月 23 日～25 日の期間、宮城県  

仙台市で行われる予定でしたが、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大に  

伴い方法を変えて開催することとなりました。 

規模を縮小して 2021 年 1 月 8 日（金）～1 月 31 日（日）に Web 開催とすることに 

なりました。（開催期間中に Web上で閲覧・視聴していただく方式） 

 詳細は、学術大会ホームページでご確認ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

第 16回中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2020） 

についてのお知らせ 
 

会長  大野 誠一郎 

 

第 16 回中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2020）は、2020 年 11 月     

7 日～8 日の期間、鳥取県米子市で行われる予定でしたが、新型コロナウイルス

（COVID-19）の感染拡大に伴い延期となりました。 

2021年 12月 18日～19日の期間、鳥取県米子市で開催することとなりました。 

詳細は、大会ホームページでご確認ください。 
 

  

お知らせ 

お知らせ 
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サーベイメータ貸出について 

 

                       施設線量測定委員長  土本 真也 

 

岡山県診療放射線技師会では、漏洩線量の測定のため、会員施設を中心にサーベイメータの貸出を   

行っています。 

貸出を希望される方は申込書をファックスかＥメールで岡山県診療放射線技師会までご連絡下さい。 

貸出申込書は岡山県診療放射線技師会のホームページにあります。 

サーベイメータの引き渡しは本会事務室にて行ないます。 

貸出使用料の請求は本会が使用者あてに後日行います。 

 

サーベイメータ貸出規程 

１  ALOKA社製 電離箱式サーベイメータ １台 （トランシーバー２台を含む） 

（サーベイメータは年１回の校正を行っています） 

 

２  貸出料金 １週間 30,000円（税抜） 1回の貸出は 1週間を限度とする 

 

３  会員以外への利用は規程の倍額とする 

 

４  本会の活動に有益と思われる場合は代表理事の承認を得て利用料を免除することができる 

 

５  使用に関して、故障・水漏れ・落下により修理が必要となった場合、修理費の一部として   

   10,000円を支払い頂く 

 

※その他、ご不明な点やご質問、ご要望などございましたら、お気軽にお問合せ下さい 

 

 

  

お知らせ 
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