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       THE NEWS OF THE TOTTORI ASSOCIATION OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 

 

 

 

 

 会長就任のご挨拶  

 

一般社団法人 鳥取県診療放射線技師会 会長 岡村 章仁 

 

2019 年 5 月 12 日に開催されました第 68 回通常総会で会長に選任されました。2007 年から 2 期 4 年間、

会長を務めましたが、再度、務めることとなりました。どうぞ、よろしくお願い申し上げます 

さて、この 10年間おいても消費税率の変化、働き方改革、がん対策の強化、地域包括ケア、医療圏の病床

数の見直しなど、相当な変遷があったように思います。これらの要因は、少子高齢化による日本の年代人口構

成の変化、つまり社会構造が大きく変わったことによるものと思います。物事の考え方も大きく変わり、医療被

ばく線量の適正管理が法制化され、2020 年 4 月から施行されます。医療機関、医療従事者においても、社会

構造、考え方の変化に対応する認識と実行力が求められています。さらに、2011 年の東日本大震災に起因し

た福島第一原子力発電所事故は、国民の放射線に対する認識の大きな転換期となりました。 

これらに対応できますよう、鳥取県診療放射線技師学術大会、部門別研修会、地区研修会などが身近で開

催されますので、積極的な参加をお願いします。また、私たちの会の大きな役割として、地域での公益活動が

あります。第 9 回となる鳥取ピンクリボンフェスタは、10 月にイオンモール鳥取北で開催予定です。原子力災

害支援については、鳥取県と連携を密にして、支援対策の充実を図ることが重要です。 

  2020年 11月には、米子市で第 16回中四国放射線医療技術フォーラムが開催されます。 

当該フォーラムは、中国・四国地区の放射線医療技術の祭典であり、開催県会員のキャリヤ形成並びに地域

への寄与が大きい学術コンベンションです。既に、実行委員会が発足して準備が進められています。有意義

で充実したフォーラムとなりますよう、会員皆様の御協力、御支援をよろしくお願いします。 

  最後に、大久保誠前会長をはじめ役員皆様の御尽力により、本会の事業が進展されましたことに心から感

謝申し上げます。そして、会員各位の業務の発展、地域活動の進展につながりますよう、本会活動への御理

解と参画をお願い申し上げまして挨拶といたします。 
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 第 16回中四国放射線医療技術フォーラム 鳥取大会のお知らせ  

会期：2020年 11月 7日（土）・8日（日） 

会場：〒683-0043 米子市末広町 294 米子コンベンションセンター（ビッグシップ） 

TEL ：0859-35-8111 ／ FAX ：0859-39-0700 

 

大会長 

第 28回 公益社団法人日本診療放射線技師会 中四国診療放射線技師学術大会 大会長 岡村 章仁 

第 61回 公益社団法人日本放射線技術学会      中国・四国支部学術大会  大会長 山下 栄二郎 

 

大会役員 

実行委員長 田中 拓郎（鳥取大学医学部附属病院） 

副実行委員長 小山 亮（鳥取県立中央病院） 

鳥取県診療放射線技師会 CSFRT2020担当理事 増田 大（山陰労災病院） 

 

実行委員 

岩田 直樹（鳥取大学医学部附属病院） 

小野 康之（鳥取大学医学部附属病院） 

橋本 伸生（鳥取大学医学部附属病院） 

菊池 浩二（博愛病院） 

松本 俊和（鳥取県立厚生病院） 

中山 英俊（鳥取赤十字病院） 

門村 恵利（鳥取県立中央病院） 

 

 

＊鳥取大会の開催に向けて大会役員、実行委員会が組織されました。会員皆様におかれましては、

大会運営への御支援、御協力をよろしくお願いします。 
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 2019・2020 年度 鳥取県診療放射線技師会 役員  

 

     職    名      所      属  氏  名 

会長 鳥取県立中央病院 岡村 章仁 

副会長 鳥取県立厚生病院 福光 忠 

副会長 鳥取生協病院 森 美映子 

監事 鳥取県保健事業団 大久保 誠 

監事 鳥取赤十字病院 池原 準 

常務理事（総務） 鳥取県立中央病院 上山 忠政 

常務理事（財務） 鳥取県立中央病院 木原 康行 

常務理事（広報渉外） 鳥取生協病院 秋吉 正史 

常務理事（学術教育） 鳥取大学医学部附属病院 津田 正樹 

常務理事（厚生組織） 鳥取県立厚生病院 朝倉 顕一 

常務理事（放射線管理） 三朝温泉病院 中松 祐輔 

常務理事（情報調査） 鳥取県立中央病院 木村 晃史 

理事（東部組織運営） 鳥取市立病院  西尾 貴浩 

理事（東部学術教育） 鳥取赤十字病院 中山 英俊 

理事（中部組織運営） 鳥取県中部総合事務所福祉保健局 津川 浩則 

理事（中部学術教育） 清水病院 中西 和宏 

理事（西部組織運営） 鳥取大学医学部附属病院 前川 慶太 

理事（西部学術教育） 山陰労災病院 坪内 寛 

理事（CSFRT2020） 山陰労災病院 増田 大 

理事（JART教育委員） 鳥取県立厚生病院 深田 尚洋 

理事（男女共同参画） 藤井政雄記念病院 松井 英里子 

理事（経理） 鳥取県立中央病院 田中 康隆 

相談役 谷口病院 穐山 恒雄 

相談役 中国労働衛生協会鳥取検診所 入川 富夫 

 

 

             会員皆様と歩む執行部として、よろしくお願い申し上げます。 
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 第 68回通常総会・特別講演 開催される  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

● 研修会のお知らせ  

 

・鳥取造影ＣＴゼミナール「実質系の造影理論」 

日時：6月 8日（土）13：00（終了 17：30予定） 

場所：鳥取県立中央病院 多目的ホール（１Ｆ） 鳥取県鳥取市江津 730 

  ※駐車場は外来駐車場（無料）をご利用いただけます。 

参加費：500円 

プログラム 

１３：００～ ・造影剤について ・コントラストについて ・循環動態について 

１５：００～ 休憩 

１５：００～ ・TECについて ・循環動態について ・多時相撮影を行う理由 

１７：１５～ ・質疑応答 

  講師：藤田医科大学病院    井田義宏先生    

     総合大雄会病院    日比野友也先生    

     岐阜大学医学部付属病院 三好利治先生    

 

左写真は総会に先立ちまして特別講

演として 『 社会人大学院を修了して思う

こと。そして夢 』 と題して、鳥取県立中

央病院 中央放射線室 工学博士 澤和

宏先生のご講演をいただきました。 

令和元年 5 月 12日（日）倉吉病院 福祉ホーム 1階「アゼリアホール」において第 68 回通常総会

が開催されました。委任状を含め 149 名の出席をいただき総会を開催することができました。提案い

たしました議事につきましては、おかげをもちまして全て御承認及び可決して頂きました。 
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・中海・宍道湖消化管撮影研究会 水鳥会 第 76回定例会  

日時：6月 15日（土）14：00～ 

場所：博愛病院（米子）２F会議室 鳥取県米子市両三柳 1880番地 

  ※駐車場は外来駐車場（無料）をご利用いただけます。 

参加費：会員 300円 非会員 1000円 

内容 

①  DRLの基礎と運用   倉敷成人病センター  鷲見和幸 先生 

② 症例検討  症例持参できる方は早めにご連絡ください（当日持参も可能です） 

 

 

  ・第 2回肺がん検診部会研修会・第 7回 TottoriBIRTMeeting  

 日時：8 月 24 日（土） 

 場所：鳥取県立厚生病院 中央診療棟 5 階 大会議室  倉吉市東昭和町 150 

    第 2回肺がん検診部会研修会 

 ＊当日は、軽食を準備しております。 

なお、国公立等の施設にご所属の先生方におかれましては、事前にご所属施設の規則をご確認の上、 

ご対応いただきますようお願い申し上げます。 

  １０：００～１２：００ 

【一般演題】 座長：鳥取県立厚生病院 中央放射線室 水落 勇気 氏 

    1. 松江市立病院における肺がん CT検診の現状  １０：００～１０：２５ 

                             松江市立病院 放射線部 岩坂 徹 先生            

    2. 肺がん術前造影 CT検査の紹介     １０：３０～１０：５５ 

                      鳥取県立中央病院 中央放射線室 上山 忠政 先生            

    3. 広範囲MR撮像 DWIBS法を用いた癌病変描出の取り組み １１：００～１１：２５ 

                 広島大学病院 診療支援部 画像診断部門 穐山 雄次 先生            

    4. （仮） ESURガイドライン ver10.0 と至適造影法の話題  １１：３０～１１：５５ 

               エーザイ株式会社フィールドトレーナー本部  久本 圭史郎 先生            

１２：1０～１３：００ 

【特別講演】座長：鳥取大学医学部付属病院 放射線部 津田正樹 氏 

    「胸部 CTからわかる循環器疾患」 

         医療法人社団健心会みなみ野循環器病院  放射線科 望月 純二先生 
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  第 7回 TottoriBIRTMeeting 

  参加費：500円 

 【第一部】13時 30分～15時 20分 

座長（当番世話人）鳥取県立厚生病院中央放射線室  松本俊和 氏 

1.ステントグラフト内挿術後の endoleak評価に 4D-CTAが有用であった症例 

鳥取県立厚生病院中央放射線室 石本昌宏 氏 

2. SPECT装置の立ち上げに際して 

奈良県立医科大学付属病院中央放射線部 中野知己 氏 

3.Olea Nova+の基礎的検討 

鳥取赤十字病院放射線技術課 中山英俊 氏 

【休憩】15時 20分～15時 30分 

【第二部】15時 30分～17時 30分 

座長 中部医師会立三朝温泉病院 中松裕輔 氏 

4.肝胆膵のMR最新撮像技術と臨床応用 

広島大学病院診療支援部画像診断部門 神岡尚吾 氏 

5.より良い造影 CT検査をめざして 

山陰労災病院中央放射線部 増田大 氏 

懇親会を北条オートキャンプ場で予定しています。 

会場準備の兼ね合いで事前登録（birtmeeting@gmail.com）をお願いします。 

 

 

・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   ６月 ６日（木） １８時３０分～２０時００分 

場所   山陰労災病院 ３階会議室 

 

内容   一般撮影における線量管理のご紹介 

富士フイルムメディカル株式会社   高橋 輝泰 先生 

 

   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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・診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー  

１ 日 時  令和元年６月３０日（日曜日） １０：００～１６：００  

２ 場 所  倉吉病院３階会議室（倉吉市山根４３） 

３ 対象者  新卒者・未入会者及び入会３年以内の会員・全ての診療放射線技師 

４ 内 容 

時 間 講 座 名 講 師 

10：00～10：30 技師会について 鳥取県診療放射線技師会監事 大久保 誠 

10：30～11：15 病気の理解（脳神経） 鳥取県診療放射線技師会理事 深田 尚洋 

11：15～11：45 病気の理解（呼吸器） 鳥取県診療放射線技師会理事 深田 尚洋 

11：45～12：15 医療コミュニケーション 鳥取県診療放射線技師会監事 大久保 誠 

12：15～13：00 昼食  

13：00～14：00 胸部撮影法 鳥取県診療放射線技師会理事 深田 尚洋 

14：00～15：00 感染対策 鳥取県診療放射線技師会会員 永尾 結奈 

15：00～15：30 被ばく低減 鳥取県診療放射線技師会理事 深田 尚洋 

15：30～16：00 修了式  

 

（お問い合わせ先）鳥取県立厚生病院 中央放射線室  

深田 尚洋（担当理事：ＪＡＲＴ教育委員） ＴＥＬ 0858-22-8181（内線 5120） 

 

 

 

    施設の責任者におかれましては、対象者の参加について、ご配慮をいただきますよう、 

よろしくお願いいたします。 
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2019年度 鳥取県診療放射線技師会 第 1回理事会議事録（抄） 

 

日時：2019年 5月 12日（日） 午後 3時 50分～午後 5時 30分 

場所：倉吉病院 アゼリアホール 

出席者  

理 事：岡村章仁 福光 忠 森美映子 上山忠政 木原康行 津田正樹 秋吉正史 朝倉顕一 

中松祐輔 木村晃史 増田 大 深田尚洋 松井英里子 田中康隆 西尾貴浩 中山英俊  

津川浩則 中西和宏 前川慶太 坪内 寛   

CSFRT実行委員会：山下栄二郎 田中拓郎 小山 亮 小野康之 松本俊和 門村恵利 

監 事：大久保誠 池原 準 

相談役：入川富夫 

欠席者：穐山恒雄 

議 長：岡村章仁 

議事録作成人: 森美映子 

議事録署名人: 大久保誠 池原 準 

 

【協議事項】 

１ 会長、副会長、常務理事、監事の選任について

（大久保前会長・岡村会長） 

 ・大久保前会長の進行により会長の選任を行う。大 

久保前会長より、会長候補に岡村章仁さんを推薦さ 

れ、全員一致で岡村章仁さんが承認され会長に選 

任される。 

 

 ・岡村会長より以下の通り提案があり、異議なく承

認される。 

副会長：福光 忠 会長職務代行第 1順位 

 ・事業責任者 

森美映子 会長職務代行第 2順位  

・総務財務責任者 

監事：大久保誠・池原 準 

常務理事：総務：上山忠政 財務：木原康行  

広報渉外：秋吉正史 厚生組織：朝倉顕一  

学術教育；津田正樹 放射線管理：中松祐輔  

情報調査：木村晃史   

理事：CSFRT2020担当：増田 大  

JART教育委員：深田尚洋  

男女共同参画：松井英里子 経理：田中康隆 

東部地区 組織運営：西尾貴浩  

学術教育：中山英俊 

中部地区 組織運営：津川浩則  

学術教育：中西和宏 

西部地区 組織運営：前川慶太  

学術教育：坪内 寛 

相談役：穐山恒雄・入川富夫 

    

２ 第 16 回中四国放射線技術フォーラムの開催に

ついて（岡村会長） 

 ・会期：2020年 11月 7日（土）・8日（日） 

 ・会場：米子コンベンションセンター（ビックシップ） 

（１）実行委員の委嘱について 

CSFRT2020 鳥取大会役員について以下の会員を

推薦し承認され、岡村章仁、山下栄二郎両大会長

より委嘱状が交付される。 

実行委員長：田中拓郎（鳥取大学医学部附属病院） 

副実行委員長：小山 亮（鳥取県立中央病院） 
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CSFRT2020担当理事：増田 大（山陰労災病院） 

実行委員：岩田直樹・小野康之・橋本伸生（鳥取大

学医学部附属病院）、菊池浩二（博愛病院） 

松本俊和（鳥取県立厚生病院）、中山英俊（鳥取赤

十字病院）門村恵利（鳥取県立中央病院） 

 

（２）進捗状況について 

・イベント会社として、地元企業であり実績もあるア 

クティブ・プロを候補とし、見積もり調査を行い契約 

の検討中と増田担当理事より説明がある。広告会社 

は過去の大会実績からセカンドに依頼する予定と報 

告される。 

・門村委員より、CS９企画の研修会案について提 

案があり、6月に正式決定をする予定。 

・予算構成については例年同様に考えている。大会

助成金が入るのは、2020年度に入ってから 6月頃と

考えている。 

 

（３）今後のスケジュールについて 

・大会テーマと広報ポスターの作成を早急に進める。 

・9 月の CSFRT2019（高知）で広報を行う。ブースで

活用できる資料などの準備を行う。 

・11月までに使用会場に決定をする。 

・イベント会社と合同でCSFRT高知の視察を検討中。 

・市民公開講座の講師を決定する。 

 

これらは実行委員会を中心に進めていく。 

 

３ 役員変更などに係る登記について（岡村会長） 

・役員変更後の登記は 2 週間以内に行う必要があり、

森副会長、上山常務理事に必要な書類を揃え、未

登記のものも合わせ速やかに手続き行うことを依頼

する。 

・各役員から役員就任承諾書を提出された。 

 

 

 

４ JART代議員について（大久保監事） 

・鳥取県の JART代議員は 1名であり、通常会長が 

選出される。すでに 2019.2020年度の代議員として 

大久保前会長に決定していたが、会長交代により辞 

任し、補欠代議員の岡村会長が代議員となるよう手 

続きを進める。 

 

５ 2019 年度鳥取放技事業内容ならびに実施スケ

ジュールについて（岡村会長） 

〇スケジュール（案）をもとに内容を確認し協議する。 

・フレッシャーズセミナー 6/9（日）→ 6/30（日） 

に変更となる。 

会場：倉吉病院 3F 会議室   

   講師は当初の予定の方で行う。 

会場の確保を松井理事に依頼する。 

   深田理事を中心に福光副会長、朝倉常務、各

地区組織運営理事と連携を取りながら進め

ていくことを依頼される。 

・2回目の業務拡大に伴う統一講習会を11/30（土） 

12/1（日）開催で検討中。 

・12/8（日）開催予定の鳥取県診療放射線技師会 

学術大会を倉吉病院で行う予定、会場確保を松 

井理事に依頼する。 

 

６ 鳥取造影 CTゼミナールの開催について 

（岡村会長） 

  ・日時：6月 8日（土）13：00～17：30 

  ・会場：鳥取県立中央病院 １F 多目的ホール 

  ・会費：500円 

 ・鳥取県診療放射線技師会が主催、Tottori BIRT 

Meeting と共催で行う。 

  ・ホームページ・メールなどで広報を行い、多くの 

会員の参加を呼び掛ける。 

 

７ 委員会について（岡村会長） 

  ・医療被ばく線量の適正管理、原子力災害支援 

を鳥取放技の活動とするため、施設漏洩線量測 
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定のための「放射線測定委員会」を「医療被ばく 

適正管理委員会（仮称）」に、また、「原子力防災 

委員会」を「原子力災害支援委員会（仮称）」とす 

ることを提案され、異議なく承認される。それに伴 

いそれぞれ 5名の委員の委嘱を行う。 

 

  〇医療被ばく適正管理委員 

   桂川正美（鳥取市立病院）・中松祐輔（三朝温 

泉病院）・金光太郎（鳥取県立厚生病院）を推 

薦し、承認される。他の 2名については、鳥取 

大学医学部附属病院より 1名、会員から 1名推 

薦を依頼する。 

   

  〇原子力災害支援委員 

   大久保誠（鳥取県保健事業団）・小谷怜（鳥取 

県立中央病院）・福光忠（鳥取県立厚生病院） 

を推薦し、承認される。他の2名については、鳥 

取大学医学部附属病院より 1名、会員から 1名 

推薦を依頼する。 

 

８ 地区研修会について（岡村会長） 

  ・地区研修会の開催回数について協議をする。 

地区研修会以外の研修会も数多く開催されてい 

るため年 3回の開催にこだわる必要なく、2回の 

開催も認める。 

  ・研修会参加者に偏りがあるため、いかに多くの 

会員に来てもらうかが課題。 

・西部のみ第 1回西部地区研修会の開催が決定、

他は未定。 

 

９ 日本核医学技術学会第 31回中国四国地方会 

の後援について（岡村会長） 

  ・6月 22・23日に米子で開催されるこの学会の後 

援及び 20,000円の助成金の依頼があり、協議し、 

予算書を確認の上、条件付きで承諾する。 

 

 

【報告事項】 

１ 山口県診療放射線技師会創立 70周年記念式 

典・祝賀会の参加について（岡村会長） 

 ・5月 18日（土）に行われるがこの日は事務所移転 

を行うため、福光副会長が岡村会長の代理として

出席する。 

 

２ 事務所移転について（岡村会長） 

 ・5月 18日（土）午後 1時半鳥取県保健事業団に 

集合し移転作業を行う。 

 

３ 会員動向について（森副会長） 

 ・転入 1名・退会 2名があり、JART会員数 197名、 

TART会員数 205名となり、名簿変更により差し替 

えを依頼する。また、新任理事の方で、名簿のな 

い方は申し出るよう依頼する。 

 ・平成 29.30 年度の会費未納による JART 除名者

があり、今後の対応について協議する。除名者と

同施設の前川理事に、本人に技師会継続の意思

確認の行い、結果を報告するよう依頼する。 

 

４ CS9実行委員会について（森副会長） 

 ・日時：6月 23日（日）10時より 

 ・会場：岡山県倉敷市 倉敷物語館 

 ・内容：①CSFRT2019高知研修会について 

      ②CSFRT2020鳥取研修会について 

      ③その他 

 ・門村実行委員と森が出席予定。1人分の旅費を 

請求する。 

 

５ その他 

 ① 業務拡大に伴う統一講習会について 

 ・受講率が34％と低く、鳥取県開催が今年度で最

後となるため、受講者のリスト作成し、各施設に送

付し未受講者へ受講を呼びかける。受講者のリス

トアップを深田理事に依頼する。 
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② 研修会参加費について 

 ・中四国会長会議での確認事項として、技師会

主催の研修会参加費は、JART 会員は無料、

JART 未加入者からは会費を徴収することを確

認した。また、他県からの参加であっても JART

会員は無料とすることを確認した。 

 

2 
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● 会員動向 

【転入】 

生田 浩司     島根県より鳥取大学医学部附属病院 

松林 由紀子     岡山県より  

 

【退会】 

藤原 肇      智頭病院 

 

 

 

● 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。また、JARTの変更も速やかに HP よりお願いします。 

 

※ 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。 

 

皆様からの研修会の広報依頼等あれば下記までお願いいたします。 

（ publictart@gmail.com ）   広報担当まで 

 

 

 

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

