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平成２９年度 第 1回 西部地区研修会のご案内 
（一社）鳥取県診療放射線技師会 

 
下記の日程で、第１回西部地区研修会を開催いたしますので、会員の皆様におかれましては 
ご多忙の折と拝察いたしますが、多数御参加いただきますようにご案内いたします。 

 

 

日時   ９月２０日（水） １８時３０分～１９時３０分 

 

場所   山陰労災病院 ３階会議室 

 

内容   「高精細モニターの最新動向」 EIZO株式会社  

 

  
 研修会の後に懇親会を予定しています。参加希望の方は山陰労災病院 放射線部 坪内まで連絡してく

ださい。 
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平成 29 年度 フレッシャーズセミナー開催される 
 

 

7/29,30 に伯耆しあわせの里で二日間に渡って、統一講習会が行われました。 

参加人数は四人と少ないですが、皆様熱心に受講してお

られました。 

実習指導者の三名の方、酷暑の中、ご指導いただきあり

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度統一講習会開催される 
 

 

6/18 に倉吉病院でフレッシャーズセミナーを行

いました。新人が 3 名と少なかったですが、各講

師が工夫を凝らして、講義を行いました。昼食は、

参加者全員で食べて、コミュニケーションをとり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度 鳥取県診療放射線技師会 第 2 回理事会議事録（抄） 
 

日時：平成 29年 7月 11日（火） 午後 6時 50分～午後 8時 45分 

場所：倉吉病院 3階会議室 

出席者  

理 事：大久保誠 廣田勝彦 福光 忠 森美映子 木原康行  岸本淳一 深田尚洋 横地延彦  

秋吉正史 後藤倫子 木村晃史 田村登志雄 上山忠政 中西和宏 中山英俊 坪内 寛  

渡邉浩司   

監 事：岡村章仁 入川富夫  

相談役：穐山恒雄 安藤俊章 

欠席者：池原 準 永尾結奈   

議 長: 大久保誠 

議事録作成人: 森美映子 

議事録署名人: 岡村章仁 入川富夫 



  

【報告事項】 

１．会員動向について（森常務理事） 

・第転出が1名あり、現在JART会員数は195名・

仮会員2名、TART会員数は203名・仮会員2名と

なる。 

   

２．会費納入状況について（池原常務理事が欠席

のため大久保会長） 

 ・5月末までに約 70万円の会費納入がある。JART

との合算請求となってから早く納入されるよ

うになった。 

・ロイヤル会員については合算請求ではないた 

 め別に請求をしていく。 

 ・賛助会員については会誌の広告依頼とともに   

  会費の請求を 6月 30日に郵送した。 

 

３．JART創立 70周年記念式典及び総会報告につい  

 て（大久保会長） 

・6月2日（金）午後2時よりパレスホテル東京（東

京都）においてJART創立70周年記念式典が行

われた。厚生労働大臣表彰では、当県からは

入川富夫前会長、他の都道府県からの推薦者

と10名のJART本部推薦の59名が表彰された。 

・翌日の6月3日（土）日経ホール（東京都千代

田区）において、第78回JART定期総会が開催

され、鳥取県の代議員として大久保会長が出

席した。 

 

４．フレッシャーズセミナー報告について（深田

常務理事） 

 ・6月18日（日）倉吉病院3階会議室において、

フレッシャーズセミナーが開催された。対象

者の参加が3名と少なかったが、9時から4時ま

で講義を行い、充実した内容でよい研修にな

ったと思われる。 

 ・次年度への課題として、現在、気管支解剖の

講義を東部地区学術理事が担当しているが、

中部、西部地区学術理事との交互で担当する

ことを検討する。 

 

５．公益目的事業報告最終年度分について（大久 

  保会長） 

・公益法人法の改正により、当会が一般社団法

人に移行した時点から 3 年間かけて公益目的

財産を全額使用する公益目的支出計画をたて

て、毎事業年度の終了後報告していた。27 年

度が、本事業の最終年度であったが、会計処

理をしたところ 5 万円弱残ってしまった。こ

のため、公益目的支出計画を 1年延長し 28年

度までとする申請をしていた。28 年度で公益

目的財産を全額使用したとして本事業の公益

目的支出計画実施報告書を県に提出した。今

後は、審査を受け、最終的には内閣府より公

益目的支出計画実施完了の通知が届く予定。 

 

   

６．役員変更登記について（大久保会長） 

 ・理事の変更にともない登記が必要になるた 

  め、各理事に理事就任承諾書の提出を依頼 

  した。 

・理事就任承諾書、総会議事録、第 1 回理事

会議事録が揃い次第、登記の手続きを司法

書士に依頼していく。 

 

７．会誌発行準備の状況について（委員不在のた 

  め木原常務理事） 

・賛助会員に会誌掲載の広告依頼を6月30日に 

 郵送した。 

・会誌掲載原稿の送付期限を6月末までにと各

担当理事に依頼していたが、まだ集まって

いない。9月末発行予定で、原稿の送付と広

告を依頼していく。 

 

８．その他  

 ① CS９活動状況について（森常務理事） 

・平成 29 年度第 1 回実行委員会が 8 月 20 日

（日）10：00～15：00予定で倉敷物語館（倉

敷市）であり、門村 CS9 実行委員と 2 人で

出席の予定。 

・今年度研修会について、徳島で開催される

CSFRT2017内で行うことが決定している。日

時は 12月 3日（日）9：50～11：00（70 分

間）までの予定、内容はアンガーマネージ

メントについて行う。 

 

【協議事項】  

１．統一講習会について（深田常務理事、秋吉理

事） 

  ・業務拡大に伴う統一講習会を7月29日（土）、

30日（日）に開催予定であるが、現時点で

の申し込みが2名と非常に少ない状況だと

報告がある。最終締め切りの7月17日まであ



と6日あるが、2名とか3名の参加者で講習会

を開催している実績がなく（離島での開催5

名は除く）、講習会開催の最低人数の相談

をされる。JARTにも確認したが、受講者が

少ない場合は講師を減らしてでも開催する

方向にと返答されているが5名では少ない

と。 

   

   《出された質問、意見》 

・受講済みの会員数は何人かと質問がある。

今まで2回開催しており受講者数は60～70

名、会員の1/3が受講していると返答をする。 

・実習物品の送料、会場費・講師料を支払う 

 と受講者が5名だと赤字になる。会員の会費 

 を使用しているため、受講生が少ない状態 

で開催していいものなのかと思う。 

・今回開催を中止となっても、今年度未開催

にはできないため、年度内での開催を再度

調整することになる。また、今回受講申し

込みの会員が次回受講するとも限らない。 

・受講料が高すぎる。 

 

《協議の結果》 

・再度メールで開催と受講者募集の案内を行 

 う、また、職場でもう一度受講の声掛けを 

 行うなど、何とか開催できるように努める。 

 それでも、受講者が5名に満たなければ中止 

 とすることを理事会内で決める。 

 

《今後の課題》 

・今後ますます受講生が集まりにくくなるこ

とが予想され、受講者を広く募集するため

には、2日続けての開催ではなく2回に分け

ての開催も検討していく必要がある。また、

この統一講習会を受講しなければいけない

という認識が低いことへの対策、受講促進

も必要となる。 

 

 

２．平成29年度がん検診啓発キャンペーン（中部）

について（大久保会長） 

  ・森常務理事に鳥取県中部総合事務所から今

年度もがん検診啓発キャンペーンを開催す

るため、協力依頼の連絡があり了承した。 

 

開催日：10月15日（日） 13：00～15：00   

場所 ：倉吉パープルタウン パータン広

場 

   イベント内容：胃がん、肺がん、大腸がん、  

   子宮がん、乳がんを啓発 

   ※ マンモ装置を使用し圧力体験・・・東 

     芝メディカルシステムズに依頼済み 

 

  ・内容が決まり次第、案内および中部地区の 

   女性会員を中心に協力を依頼していく。 

 

３．第 7回鳥取ピンクリボンフェスタについて（大 

 久保会長） 

  ・10月 8日（日）イオンモール鳥取北で開催 

   の予定で検診車とイオン側へ確認し進めて 

   いく。 

  ・日程など具体的なことが決まり次第、案内 

   および東部地区会員の協力を依頼する。 

 

４．創立 65周年事業日程について（大久保会長） 

  ・平成 30年 11月 15日に創立 65周年を迎え

るにあたって、実行委員会を立ち上げて実

行委員長（会長が任命する）を決め、日程

や会場、準備を進めていく。 

・会場について相談をされる。県関係者の出 

 席などを考えて、会場は鳥取市で行う。記 

 念式典と祝賀会、特別講演、学術大会も合 

 わせて行うよう進めていく。 

 

５．入川先生の厚生労働大臣表彰祝賀会について  

 （大久保会長） 

  ・入川先生の厚生労働大臣表彰受賞を記念し

祝賀会の開催を相談され、8月 19日（土）

午後から行う予定で準備を進めていくこと

になった。 

 

６．東部地区読影勉強会の後援について（大久保 

 会長） 

  ・鳥取県立中央病院の小山会員から東部地区

読影勉強会の各認定資格ポイント取得に関

する検討を提案される。メリットとしては

地元でも認定維持に必要な資格ポイントを

取得することができることなどがある。ま

た、会の正当性を担保する意味で後援組織

は必要と考え、当会に後援を依頼され検討

する。 

・特に問題がなく後援依頼を承諾することと 

 し、後援依頼申請書の提出を依頼される。 

 また、2018年度からの運用を目指し、会の 



 名称変更、広報活動などの準備を進めていくことを依頼した。 

    

・秋吉理事より、非会員の参加も可能か？その場合は参加費を徴収するか？と質問がある。 

技師会の事業ではないので、非会員の参加は可能であり、参加費も技師会からの財政的援助がないの

で、非会員だからといって徴収することはないと返答。   

 

７．その他 

  ①各地区学術担当理事へ（深田常務理事） 

  ・JARTに申請しポイントを付加していくため、地区研修会の日程がわかり次第連絡を。また研修会参加

者も添付している書式に沿ってメールでの送付を依頼した。 

 

②HPについて（岡村監事） 

・担当理事が就任したこともあり、HPの内容の更新、内容の充実と被ばく相談員の桂川会員からの意見

も含め、被ばく相談コーナーの対応も依頼。 

・会長より、HPの委員会を開催し早急に対応していくこと、桂川会員から被ばく線量についての原稿を

もらっており（10回連載）ニュースの掲載、HPへの掲載を検討しているところと説明。 

 

③名刺の作成について（入川監事） 

・名刺の作成を依頼される。 

・会長より、新理事の名刺は作成し、前理事で必要な方は増刷するので連絡を依頼。 

 

  ④災害見舞金の支給について（穐山相談役） 

  ・見舞金の支給はいつ頃になるかと質問がある。 

・会長より、一部損壊 3％以下の方にも罹災証明書が発行され、4名の方が新たに申請をされた。本日支

給の予定だったが、池原常務理事が欠席のため本日は支給できない。後日、中部の理事をお渡しする

予定と説明。 



  平成 29 年 6 月 1 日発行              鳥取放技ニュース                第 484 号- 6 - 

 

 

 

初めてのカヌー体験 
この度リレーエッセイを受

け取りました關原です。この

夏、初めて乗ったカヌーについ

て書きたいと思います。 

鳥取県中部をずっと山の方

に行くときれいな丘と畑が続

いており、さらに進むと大山池

という大きな池があります。名

の由来は大山が逆さに池に映

るということからで、中部に位

置していながら大山池という

そうです。 

軽い説明を受けて挑んだ初

カヌーですが、ひとかきひとかきに進む手ごたえがあり、小回りも効き、思った以上に水の上を自

由自在にすいすい動けました。水面に垂れている木でリンボーダンスをしたり、水源の方へ狭い水

路を進んでみたり、プチアドベンチャー感満載でとても面白かったです。写真はカヌーが大好きな

近所の犬「みはる」が私の乗るはずのカヌーに飛び乗ってしまった場面で、おかげで私のおしりは

泥だらけになりましたがみはるが嬉しそうにカヌーにちょこんと座る姿はとてもかわいかったで

す。 

まだまだ暑い夏が続きますが、皆様頑張って乗り切りましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publictart@gmail.com （広報担当）まで 

 

会員の皆様へ 

所属施設、自宅住所、登録アドレス等の変更がありましたら 

事務局まで「変更届」の提出をお願いします  

※ 変更届は鳥取県診療放射線技師会ホームページ（http://torihougi.com/） 

よりダウンロードできます 

●会員動向 

新入会   

嶋田 彩夏  鳥取大学医学部附属病院  

 

 桑原 実希  鳥取大学医学部附属病院 

mailto:publictart@gmail.com
http://torihougi.com/

