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【会  告】 

「2019年度鳥取県診療放射線技師会学術大会・がん検診研究会」の 

開催について 

2019年 7月 22日 

一般社団法人鳥取県診療放射線技師会 

 会長 岡村 章仁 

 

「2019 度鳥取県診療放射線技師会学術大会・がん検診研究会」を下記のとおり開催します。会員の皆様が

参集して、日頃の診療成果や学術研究成果などを発表する機会です。 

奮ってご参加ください。 

記 

１ 期 日  ２０１９年１２月８日（日） 

２ 会 場  鳥取県倉吉市山根４３ 倉吉病院「アゼリアホール」 

３ 演題募集について 

 （１）抄録書式 

演題名、施設名、発表者、共同研究者、本文（400文字程度で簡単な抄録原稿）をWordで申込先

へ演題締切日までに提出してください。 

（２）申 込 先   鳥取県診療放射線技師会 常務理事（学術教育担当） 津田 正樹 宛 

E-mail: joey.no.1@hotmail.co.jp 

（３）演題締切  ２０１９年１０月２８日（月） 終日まで 

（４）その他 

・演題は一般演題で、診療放射線技師会学術大会の演題としてふさわしい内容で、かつ診療放射線技師

業務あるいは臨床との関連に重きを置いたものとします。 

・発表形式はすべて座長制による口述発表とします。 

・指定された時間帯に口述発表と討論を行います。 

（口述発表 7分/討論 3分の予定、パワーポイントによるスライド形式による発表） 
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・【2019 年度鳥取県診療放射線技師学術大会・がん検診研究会】・ 

特別講演のお知らせ  

     演題：「「頑張る技師を応援したい！ 

Woman Serendipityを通してつながる笑顔」 

    講師：一般財団法人 新潟手の外科研究所病院  

放射線科 科長 風間 清子 氏 

    

女性が働きやすい環境は、男性にとっても働きやすい環境といえましょう。男女問わず職場全体の環境作り

を提案、実践されており、その成果は全国的に高く評価されています。 

会員皆様のキャリア形成につなげていただける講演です。ぜひ、ご聴講ください。 

 

【風間 清子氏 ご経歴等】 

1991年 3月 新潟大学 医療技術短期大学部 診療放射線学科 卒業 

2017年 3月 新潟大学大学院 保健学研究科 博士後期課程修了  

 

・新潟 CTテクノロジー研究会副代表 

・東北 CT技術研究会世話人 

  ・東北ディジタル医用画像研究会世話人 

     ・日本放射線技術学会東北支部Wilhelm Camp（論文、学術発表支援セミナー）世話人 

  ・東北地域放射線技師会 

企画ソルーションカンファレンスWoman Serendipity チーフコディネーター 

  ・2017・2018、2019・2020 日本放射線技術学会 代議員  

           同      総務委員会 委員 

 

 第 35回日本診療放射線技師学術大会の開催について  

事前申込み締め切り日が延長されました。 7月 31日（水） → 8月 8日（木）21 時まで 

□期   日：2019年 9月 14日（土）～16日（月・祝） 

□会   場：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5  大宮ソニックシティ 

□主   催：公益社団法人 日本診療放射線技師会 

□実   施：公益社団法人 埼玉県診療放射線技師会 

□参 加 費：正会員 事前参加登録 10,000円  当日参加登録  14,000円 

       非会員  事前参加登録 15,000円  当日参加登録 18,000円 

       学生  事前参加登録  2,000円  当日参加登録  2,000円 

        （学生：学部学生のみ） 

鳥取県診療放射線技師会では県会員への 3,000円の参加補助があります。 

申請方法等については、事務局へお尋ねください。 

＊その他詳細は、日本診療放射線技師会誌、日本診療放射線技師会ホームページを参照してください。 
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・第 15回中四国放射線医療技術フォーラム の開催について  

第 15回中四国放射線医療技術フォーラム CSFRT 2019 

開催概要 会   期：2019年 9月 21日（土）・22日（日） 

会   場：高知市文化プラザかるぽーと／中央公民館  〒780-8529 高知市九反田 2-1 

情報交換会：情報交換会 

日 時：2019年 9月 21日（土） 

場 所：ザ クラウンパレス新阪急高知 3F 花の間  

 ※ プログラム等は「第 15回中四国放射線医療技術フォーラム CSFRT 2019」サイトを参照してください。 

 

● 研修会のお知らせ  

 

  ・第 2回肺がん部会技術研修会・第 7回 TottoriBIRTMeeting  

 日時：令和元年 8月 24日（土） 

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

    第 2回肺がん部会技術研修会 

 ＊当日は、軽食を準備しております。  開始時間が 9：30～に変更（ 7/19 にメールで連絡 ） 

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。 

  ９：３０～１２：００  【一般演題】 座長：鳥取県立厚生病院 中央放射線室 水落 勇気 先生 

1. 松江市立病院における肺がん CT検診の現状           ９：３０～１０：０５ 

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                     １０：０５～１０：３５ 

                         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   １０：３５～１１：２５ 

広島大学病院 診療支援部 画像診断部門  穐山 雄次 先生 

4.  ESURガイドライン ver10.0 と至適造影法の話題          １１：２５～１１：５０ 

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 

１２：００～１３：００  【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 先生 

   「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２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   

１ 日時：令和元年 8月 8日（木）18：00～19：30 

２ 場所：鳥取大学医学部附属病院 421講義棟 

３ 内容: 講演 「医療法施行規則改正の詳細と解釈について」 （討論含めて 90分） 

講師：鳥取県診療放射線技師会 医療被ばく線量適正管理委員会 委員長 

鳥取市立病院 桂川 正美 氏 

西部地区理事 学術教育担当 山陰労災病院 坪内 寛    

 

 

 

mailto:birtmeeting@gmail.com
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診療放射線技師法改正に関する法律の一部改正に伴う講習会の実施について 

 

・業務拡大に伴う統一講習会のご案内  

主催（公社）日本診療放射線技師会    

共催（一社）鳥取県診療放射線技師会  

場所 倉吉市小田 458  伯耆しあわせの郷  

日時 令和元年 8月 25日（日） 9月 1日（日） 両方の出席が必要です。 

 

申込方法 JART情報システム内のメニュー 「生涯教育・イベント参加のお申し込み」からです。 

申込期間 令和元年 6月 25日～令和元年 8月１１日 （締切間近 早めの申し込みをお願いします） 

 

受講料払込 お申し込み後、払込票は JARTがお送りいたします。 

受講生の受講実績によって受講内容、受講料が異なります。 

受講料 ① 通常（条件なし）の場合 会員 15,000円 非会員 60,000円 

② 「静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会」修了者の場合 会員 13,000円 非会員 50,000円 

③ 「注腸 X線検査臨床研修統一講習会」修了者の場合 会員 5,000円 非会員 35,000円 

④ 「②かつ③」の場合 会員 3,000円 非会員 15,000円 

＊受講料の支払いがされてない場合は受講をお断りする場合があります。 

＊地方での開催は、今年度が最終となります。来年度以降は、東京都での開催となります。 

プログラム、注意事項は本会ホームページ、日本診療放射線技師会ホームページを参照してく

ださい。 

 

 

・診療用放射線に係る安全管理のための鳥取・島根合同セミナー  

医療法施行規則の改正（2020年 4月から施行）に備えたセミナーです。 

１ 日時 令和元年８月３１日（土） １３時～１６時 

２ 場所 鳥取県米子市西町３６-１ （鳥取大学医学部附属病院 431講義室） 

３ 内容 

  １３：００～１３：０５  

  開会の挨拶 鳥取県診療放射線技師会 会長 岡村 章仁 

（１）話題提供  座長 島根県診療放射線技師会 副会長 古川 晴美 

１３：０５～１３：２５ 

  ○被ばく管理ソフト ＤＯＳＥ ＭＡＮＡＧＥＲの紹介   

富士フイルムメディカル株式会社 ＩＴソリューション事業部開発部 五十嵐 昭人 氏 

  １３：２５～１３：４５  

  ○被ばく低減施設取得までの取り組み   
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公益社団法人 鳥取県中部医師会立 三朝温泉病院 中松 裕輔 氏 

  （２）教育講演  座長 鳥取県立厚生病院  金光 太郎 

  １３：５０～１４：２０ 

  ○「医療法施行規則の改正と解釈 特に線量記録について」 

  講師：鳥取県診療放射線技師会 医療被ばく線量適正管理委員会 委員長 桂川 正美 氏  

  １４：２０～１５：０５ 

  ○「被ばく管理システム導入と使用経験」 

  講師：社会医療法人慈生会等潤病院 診療技術部 放射線科長 小谷野 匡章 先生                

  （３）特別講演  座長 鳥取県診療放射線技師会 会長 岡村 章仁 

  １５：１０～１５：５５ 

  ○「医療放射線安全管理責任者と診療放射線技師の役割」 

  講師：公益社団法人 日本診療放射線技師会 理事 小田 正記 先生 

１５：５５～１６：００ 

  閉会の挨拶  島根県診療放射線技師会 会長 山田 正雄  

 

   共催： 一般社団法人 鳥取県診療放射線技師会・一般社団法人 島根県診療放射線技師会 

・富士フイルムメディカル株式会社 山陰営業所 

 

  

・第9回 鳥取ピンクリボンフェスタ開催・スタッフ募集のお知らせ  

                           

 

                        
 

 

「乳がんを知って、検診に行こう！」をテーマに今年も鳥取ピンクリボン

フェスタを行います。 

家族と自分の健康は自分たちで守る、それは女性だけの問題ではないこ

と、あなたのことを大切に思っている人がたくさんいることをフェスタで

呼び掛けます。 

日時： 2019年10月27日（日）13：00～16：00 

会場： イオンモール鳥取北ショッピングセンター 

モール棟１Fセントラルコート 

内容： 無料乳がん検診・乳がんパネル、MMG展示・ 

触診モデルでのセルフチェック・骨密度測定体験・ 

バルーンアート・ちびっこコーナーなど 

※会員の皆様へ 

当日スタッフを大募集しています！  

希望者は publictart@gmail.com までご一報ください！ 

 

 

 

mailto:publictart@gmail.com
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●研修会報告 

 ・令和元年度 第 1回中部地区研修会 開催報告  

令和元年 7 月 3 日（水）に本年度第 1 回目の中部地区研修会が鳥取県立厚生病院 5 階大会議室にて行

われました。17 名の参加でした。今回の研修会は医療法施行規則の一部改正が公布され、診療放射線に関

わる安全管理体制に関する規定が 2020年 4月 1日より施行されることを受けて、医療被ばく線量適正管理委

員会より各地区での研修会開催要請があり開催する流れとなりました。内容は医療被ばく線量適正管理委員

会委員長である鳥取市立病院、桂川正美氏が「医療法施行規則改正の詳細と解釈について」というテーマで

お話しをされました。安全管理者の配置、安全利用のための指針の策定、安全管理のための研修の実施、被

ばく線量の管理と記録と大きく 4つの項目の詳細についてと、DLPや実効線量、入射線量といった被ばく線量

評価における基礎的なお話しがありました。 

細かい部分で現時点では曖昧な部分もありあくまで個人的な解釈ということで話されている内容もあり、今

後も検討していき、準備をしていかないといけないという点もいくつかあるとのことでした。講演後は改正の内

容に対する質問はもちろん、患者さんへの被ばくにおける対応、説明等の質問などもあり、貴重な時間になっ

たのではと思います。 

 

   

 

 

・令和元年度 第 1回東部地区研修会 開催報告  

令和元年 7 月２4 日令和元年度第 1 回東部地区研修会が鳥取赤十字病院と多目的ホールにて行われまし

た。今回は鳥取市立病院桂川正美氏をお招きし、「医療法施工規則の一部を改正する省令の詳細と解釈」に

ついてお話し頂きました。全地区で開催されている今講演ですが、改正の実施が差し迫っていることもあり、東

部地区会員にも非常に関心の高い内容であったと思います。 

講演は改正により今後求められるようになる放射線に関わる、安全管理責任者の配置、指針の策定、研修の

実施、線量記録及び改善方策の実施をどのように行えば良いか、何が必要となるかを公布された省令をもと

に解説が行われていきました。解説も膨大な省令からポイントを提示し、噛み砕いた解釈を述べてくださるとい

う非常に理解しやすい内容となっていました。講演後も桂川氏への質疑だけでなく、各施設の状況なども話題

に上がり、逆に桂川氏から会員へ質問が行われるなど盛り上がりをみせました。 

報告者 

中部地区理事 学術教育担当 

清水病院 中西 和宏 
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今回は 26 名での開催となりました。開催に当たり素晴らしい講演を頂きました桂川正美氏、またお忙しい中

参加頂きました会員の皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。次回も多数の皆さまの参加をお待ちしており

ます。 

    

 

令和元年度 鳥取県診療放射線技師会 第 2回理事会議事録 （抄） 

日時：2019年 7 月 2 日（火） 午後 6 月時 40 分～午後 8 時 30 分 

場所：倉吉病院 3 階 会議室 

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   

監 事：大久保誠 池原 準 

相談役：穐山恒雄 入川富夫 

欠席者： なし 

議 長：岡村章仁 

議事録作成人: 森美映 

議事録署名人: 大久保誠 池原 準 

 

【報告事項】 

1.JART総会・全国会長会議について（岡村会長） 

〈JART定期総会報告〉 

令和元年 6 月 1 日（土）に開催された JART 総会に鳥取

県代議員として岡村会長が出席された。報告事項、第 1

号議案から第 4 号議案について、賛成多数により承認さ

れたと報告される。 

（詳細については、日本診療放射線技師会誌 6 月号 

P58～P91 を参照） 

〇鳥取県代議員からの質問 

・業務拡大に伴う統一講習会の受講率について何％を目

標としているかと質問し、70％を超えることが目標と回答さ

れる。 

・画像診断における読影の補助の算定についての質問

に対し、既存の算定の中に組み入れるよう進めると回答さ

れる。 

〈全国会長会議報告〉 

来年度から施行される、診療用放射線に係る安全管理体

制に関する規定に対し、医療放射線安全管理責任者を

診療放射線技師がその役割を担っていけるよう講習会を

開催し養成を行っていく。 

 

2.鳥取造影 CTゼミナールについて（上山常務理事） 

・鳥取県診療放射線技師会は主催、TottoriBIRTmeeting

と東海CTゼミナールが共催し、6月 8日（土）鳥取県立中

央病院で開催され、55名（会員 45名、他県 10名）の参加

があった。 

・東海 CT ゼミナールの 3 名の講師のご厚意により実現し

た勉強会、とても丁寧に講演をしていただき参考になるこ

とが多く、費用は多少かかるが今後も継続して行っていき

たい。 

 

3.フレッシャーズセミナーについて（深田理事） 

・6月 30日（日）倉吉病院で開催され、参加者（新人）7名、

講師 3 名、スタッフ 3 名、引率者 2 名の参加があった。 

・技師籍登録後に大学院などに進学し就学後に入会する

場合の会費免除について、参加者より質問がある。その

講師 桂川 正美 氏 

 

報告者 

東部地区理事 学術教育担当 

鳥取赤十字病院放射線技術課  

中山 英俊 
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場での回答を保留し、理事会で確認する。現時点で、

TART の規程にはなく、現行通りの金額を請求し、来年度

の総会での提案事項とする。 

 

4.会誌 62 号の発行について（木原常務理事） 

・依頼原稿はほぼ集り、これから校正を行っていく。 

・賛助会員へ広告掲載の案内を行い、現在 50,000 円の

申し込みがある、目標額の 150,000 円を目指し 7 月末ま

で募集する。 

 

5.医療被ばく適正管理委員会報告について（中松常務

理事） 

・診療用放射線に係る安全管理のための鳥取、島根合同

セミナーを開催する。 

日時：8 月 31 日（土）13 時～16 時 

会場：鳥取大学医学部附属病院 431 講義室 

内容： 

・話題提供として 2 演題、教育講演 2 演題および、JART

の小田理事を招聘し特別講演を予定する。 

〈確認事項〉 

・小田理事の招聘に係る費用は、今年度の JART 事業で

上げていないため、JART からの費用負担ができないと回

答があり、開催側での費用負担となった。共催者での協

議で富士フイルムメディカル社が費用負担をすることとな

った。 

 

6.地区研修会について 

・〈西部地区〉第 1 回西部地区研修会を 6 月 6 日（木）山

陰労災病院で開催、22 名の参加があった。 

・「医療法施行規則改正の詳細と解釈について」 の研修

会を東、中、西部の 3 カ所で開催する。講師は当会の医

療被ばく線量適正管理委員会 桂川正美委員長に依頼

する。 

日程  

<東部地区>7 月 24 日（木）鳥取赤十字病院 18：30～ 

<中部地区>7 月 3 日（水）鳥取県立厚生病院 18：30～ 

<西部地区>8 月 8 日(木)鳥取大学医学部附属病院  

18：00～ 

 

7.肺がん部会技術研修会の開催について（木原常務理

事） 

日時：8 月 24 日（土）10 時～13 時 

会場：鳥取県立厚生病院 5 階会議室 

内容：一般演題 4 演題・特別講演 1 演題 

   午後からは TottoriBIRTmeeting を開催する。 

〈確認事項〉 

・エーザイ株式会社との共催、講師に係る費用及びラン

チョンセミナーに係る費用はエーザイが負担する。 

・ニュース、HPを通じて広報を行っていく。 

   

8.役員等の変更に係る登記について（森副会長） 

・役員変更に伴う登記について、2 年前の役員変更時の

未執行登記と今回の役員変更に伴う登記と合わせて行い、

6 月 6 日に書類を鳥取リーガルオフィス白岩司法書士に

提出し、19 日に手続き完了した。 

・費用（65,000 円）の支払いを田中理事に依頼する。また、

過料が発生することもあり、その場合は家庭裁判所から通

知があります。 

 

9.会員動向について（上山常務理事・森副会長） 

・新入会、転出はなく、転入が 1 名あった。 

・JART 除名会員について、未納分の会費納入を行い再

入会の申請をされるが、入会金及び会費が未納のため現

在は仮会員の状態 

・出産育児などによる会費免除の申請があり、次年度の

会費免除とする。 

・名簿の差し替えを依頼する。名簿をお持ちでない理事

には配布を行う。 

 

10.会費・賛助会費の納入について（田中理事） 

・6 月末現在の会費納入について納入率 45％ 799,000

円、賛助会員の会費納入については納入率 20％

120,000 円であった。 

・会誌広告収入は 6月末現在で 50,000円、7月末まで募

集する。 

 

11.その他 

〈日本核医学技術学会第 31回中国四国地方会への補助

について（岡村会長）〉 

・前回の理事会で日本核医学技術学会第 31回中国四国

地方会の運営に係る費用の補助の依頼があり、条件付き

で承認されたが、運営を健全に行うことができ補助の申請

を取り下げられたと報告される。 

 

〈鳥取がん対策推進県民会議への出席について（岡村会

長〉 

・鳥取がん対策推進県民会議が 7 月 11 日（木）開催され、

森副会長が出席する。 

 

〈CS9 実行委員会について（森副会長）〉 

・6月 23日（日）CS9実行委員会が倉敷市で開催され、門

村実行委員と森副会長が出席する。9 月開催の CSFRT

高知内での研修会の準備、CSFRT 鳥取内での研修会の

内容について協議を行った。 
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〈ノートパソコンの更新について（木村常務理事）〉 

・鳥取県診療放射線技師会所有のノートパソコンについ

て、総会において更新の承認を得ている。中古品だが状

態もよく性能もよいノートパソコンが見つかり金額も予算内

に収まるため購入したいと提案され、承認される。 

 

【議題】 

1.業務拡大に伴う統一講習会について（深田理事・岡村

会長） 

  日時：令和元年 8月 25日（日）・9月 1日（日） 両方の

出席が必要 

会場：倉吉市 伯耆しあわせと郷 

申込み期間：令和元年 6 月 25 日から 8 月 11 日まで（申

し込み方法は TART ホームページに掲載） 

 

・鳥取県で開催される講習会は今年度で最後となるため、

『「業務拡大に伴う統一講習会」法令改正を今一度ご確

認ください！』の案内も合わせてニュース、HP に掲載を

行った。 

・鳥取県の受講率は 35％と他県に比べ低く、再度各施設

技師長宛に「診療放射線技師法施行規則の改正による

新たな業務の留意事項について」を講習会修了者の名

簿を添付し通知し、受講促進を行っていく。そして、最終

的には、各施設長宛にこの通知を送付することとする。 

・この講習は会員、非会員を問わない（非会員 30 名程

度）。自らの職務を守るため率先しての受講が望まれる。 

・受講申し込み状況をお知らせしながら進めていく。 

・県内会員の受講を優先的にできるよう検討していく。 

〇今年度は講習会を 2 回開催予定 

 2 回目の日程 

 日時：令和元年 12 月 14 日（土）・12 月 15 日（日）両方

の出席が必要 

 会場：倉吉市 伯耆しあわせの郷 

・JART物品・会場は仮押さえの状態です。 

 

2.診療用放射線の安全管理に係る鳥取・島根合同セミナ

ーの開催について（中松常務理事） 

・報告事項 5 で説明された通りです。 

・特別講演では JART 小田理事に、当初は、医療放射線

安全管理責任者の該当者として医師・歯科医師のみであ

ったが、診療放射線技師も加わったことにも触れ、医療放

射線安全管理責任者の院内での診療放射線技師の位

置づけについてお話をいただく予定。 

 

3.第 9 回鳥取ピンクリボンフェスタについて（森副会長） 

・今ある鳥取ピンクリボンフェスタ実行委員会を解散し、技

師会主導の実行委員会を立ち上げ、新たな委員会による

企画・運営を行っていくことを提案し、承認される。 

・実行委員会の構成は、森副会長を実行委員長とし、松

井理事、入川相談役、大久保監事及び、東部地区の乳

がん検診施設である鳥取県立中央病院・鳥取赤十字病

院・鳥取市立病院より委員 1 名選出し、委員会を構成す

る。各施設に、委員の推薦を依頼する。 

・開催予定の 10月 13日まで 4か月を切っているため、早

急にイオンと日程調整を行い進めていく。 

・実行委員選出後、フェスタ開催に向け、昨年の反省をも

とに内容を協議に進めていく。 

 

4.鳥取県診療放射線技師学術大会・がん検診研修会に

ついて（津田常務理事・岡村会長） 

日時：令和元年 12 月 8 日（日） 

会場：倉吉病院 アゼリアホール 

内容：会員発表 10演題、賛助会員によるランチョンセミナ

ー1 演題、特別講演 1 演題を予定する。 

会員発表を中心とし、多くの会員の参加を目指す。 

〇特別講演 講師の推薦について、岡村会長より、特別

講演の講師として、新潟手の外科研究所病院 風間清子

氏を推薦され、承認される。 

・理事会後、会告、演題募集開始の準備を津田常務及び

各地区学術教育担当理事を中心に進めていく。 

・昨年の準備は遅く、会員にも迷惑を掛けることになった

ため、今年は決まっていることから早めに会員に向け案

内を行っていく。 

 

5.CSFRT2020 鳥取大会テーマ等について（増田理事） 

・大会テーマは、「無限の可能性 －To reach our full 

potential－」に決定し、星取県をイメージした星空のポス

ター案を示される。 

・9月の CSFRT高知に開催案内、演題募集などアピール

する予定。 

・視察に関しては、アクティブプロが CSFRT 高知に同行

の予定だったが、技師会会員 2 名が視察に同行すること

となった。アクティブプロ作成のチェック項目をもとに視察

を行い、CSFRT鳥取の準備の参考にする。 

 

6.その他 

・鳥取県診療放射線技師会の各委員会構成の見直しを

行い、新体制をメールで配信する。 

・日本診療放射線技師連盟より、参議院選挙について、

自由民主党参議院比例区から立候補された「衛藤晟一

議員」、「小川しんじ議員」を推薦すると案内がある。 
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・2019 年度 鳥取県診療放射線技師会事業 今後のスケジュール  

日 程 内      容 場    所 

8/8（木） 第 2回西部地区研修会 鳥取大学病院 421講義棟 

8/24（土） 肺がん部会技術研究会 厚生病院 大会議室 

8/25（日） 業務拡大に伴う統一講習会第（1日目） 倉吉市 伯耆しあわせの郷 

8/31（土） 診療用放射線に係る安全管理のための鳥取・島根合同セミ

ナー 

鳥取大学病院 431講義室 

9/1（日） 業務拡大に伴う統一講習会第（2日目） 倉吉市 伯耆しあわせの郷 

9/3（火） 第 3回理事会 倉吉病院 会議室 

9/14（土）～

16（月） 

第 35回日本診療放射線技師学術大会 大宮ソニックシティ 

9/21（土）～

22（日） 

CSFRT2019高知 ・中四国会長会議 高知市文化プラザ 

10/27（日） 第 9回鳥取ピンクリボンフェスタ イオンモール鳥取北 

11/5（火） 第 4回理事会 ＷＥＢ会議 

11/16（日） 女性部会事業  

12/8（日） 鳥取県診療放射線技師学術大会・がん検診研修会 倉吉病院「アゼリアホール」 

12/14 （ 土 ）

～15（日） 

業務拡大に伴う統一講習会第（1日目・2日目） 倉吉市 伯耆しあわせの郷 

1/14（火） 第 5回理事会 倉吉病院 会議室 

1月 地区研修会・新年会  

1/19（日） 第 5回鳥取マンモグラフィ研修会（マンモ部会）  

2/15（土） 放射線治療機器安全使用研修会 倉吉病院 会議室 

2/25（火） 常務理事会 ＷＥＢ会議 

3/3（火） 第 6回理事会・表彰委員会 倉吉病院 会議室 

3/14（土） 第 9回鳥取県消化管撮影研究会（消化管部会） 倉吉病院「アゼリアホール」 

※ スケジュールは予定であり変更される場合があります。変更・事業の詳細な内容が決定の場合など随時 

案内いたします。 

 

● 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

