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       THE NEWS OF THE TOTTORI ASSOCIATION OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 

 

 

 

・「第１６回中四国放射線医療技術フォーラム」開催に係る御協力のお願い  

 

2020 年は７月から 9 月にかけて東京オリンピック・パラリンピック競技大会が、開催されるメモリアルイヤーで

す。両競技大会後となりますが、「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｣並びに｢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｣の合同学術大会とし

て「第 16 回中四国放射線医療技術フォーラム」（CSFRT2020 鳥取大会）が、鳥取県米子市で下記のとおり開

催されます。 

 

１．テーマ： 「無限の可能性  - To reach our full potential -」 

2. 会 期：  2020年 11月 7日（土）・8日（日） 

3. 会 場：  鳥取県米子市末広町 294 米子コンベンションセンター（BIG SHIP） 

 

 大会テーマは、放射線医療技術には無限の可能性があり、最大の可能性に到達できるよう努めて行こう、精

進して行こうとの意です。中国、四国 9 県の会員の皆様、学生会員の皆様が、大会テーマのもとに挙って参集

されます。また、県内会員のキャリア形成の舞台としても、フォーラム開催の意義は大きいものと言えましょう。 

 つきましては、現在実行委員会を中心に開催準備を進めて参りますが、会期の当日実行委員は 90 名体制

で臨むことが必要となります。 

 オリンピックイヤーでの記念すべき鳥取大会に向けて、演題発表、当日実行委員への参画など、鳥取県診

療放射線技師会員皆様の御理解と御協力を頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

          2019年 10月 1日 

 

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 
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● 研修会のお知らせ  

 

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 

 

・令和元年度 第 2回 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１２月１４日（土） １２月１５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１０月１日～令和元年１１月２９日 

 

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。 

実習についての注意事項 

〇 BLS等の実習があります。動きやすい服装をお願いします。 

不向きな服装例 ① 襟が深めなシャツ 

② ローライズのズボン 

③ ヒールのある、ヒールの高い靴 

〇 実習時にはこまめな水分補給をお願いします。 

特に胸骨圧迫の実習では思った以上に疲れるので、喉が渇いたと感じる前に 

各自で水分補給をお願いします。 

 

業務拡大に伴う統一講習会 （鳥取県） に関するお問い合わせ 

鳥取県診療放射線技師会 JART教育委員 深田 尚洋 

勤務先 鳥取県立厚生病院 中央放射線室  電話 0858-22-8181内線 5120 

 

＊国（厚生労働省）の通知による講習会です。 

＊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。 
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・令和元年度 第 2回 業務拡大に伴う統一講習会 スケジュール  

 

〇 講義・確認試験 大研修室         

〇 実習 中研修室 

１２月１４日（土曜日）  1日目スケジュール         １２月１５日（日曜日）   2日目スケジュール 

限 時間 科目    限 時間 科目   

  9:00～9:20 受付    9:00～9:20 受付 

  9:20～9:30 開講式・説明  1 9:20～10:40 ＊実習  静脈 

1 9:30～10:20 DVD 静脈（５２min）    10:40～10:50 休憩 

2 10:20～11:10 DVD 静脈（５４min）  2 10:50～11:40 DVD IGRT（３７min） 

  11:10～11:30 休憩    11:40～12:30 DVD IGRT（５４min） 

3 11:30～12:20 DVD 静脈（５１min）  3 12:30～13:20 昼休憩 

  12:20～13:10 昼休憩  4 13:20～14:10 ＊実習 IGRT 

4 13:10～14:00 DVD 法改正（１１+３６min）    14:10～14:20 休憩 

5 14:00～14:50 DVD 下部消化管（３９min）  5 14:20～15:10 DVD 下部消化管（３９min） 

  14:50～15:00 休憩    15:10～16:00 ＊実習 下部消化管 

6 15:00～15:50 DVD 下部消化管（３９min）  6 16:00～16:10 休憩 

7 15:50～16:40 DVD 下部消化管（４２min）    16:10～17:10 ＊実習 BLS 

  16:40～16:50 休憩  7 17:10～17:20 休憩（準備） 

8 16:50～17:40 DVD IGRT（３４min）    17:20～18:00 ＊確認試験 

     8 18:00～18:10 閉講式 

 

   「静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会」修了者は免除 

   「注腸 X線検査臨床研修統一講習会」修了者は免除 

 

 

・第 5 回鳥取マンモグラフィ研修会 開催案内について  

日 時  ： 令和 2年 1月 19日（日） 13：00～16：00 

会 場  ： 倉吉病院 アゼリアホール  鳥取県倉吉市山根４３ 

プログラム： １ 特別講演 「乳がんの診断と治療（仮題）」 

                               講師：鳥取赤十字病院 第 2外科部長 山口由美先生 

２ 教育講演 

                                                             調整中   
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・第 15回中四国放射線医療技術フォーラム（CSFRT2019）で鳥取大会を PR  

 

CSFRT2020担当理事 山陰労災病院 増田 大 

 

2019 年 9 月 21 日（土）・22 日（日）に、高知県で開催された第 15 回中四国放射線医療技術フォーラム

（CSFRT2019）にて来年度の CSFRT2020開催へ向けての視察と PR活動を行いました。 

CSFRT2020 実行委員は前日より高知会場に入り、長机 2 台のスペースに大会ポスターや蟹取県をモチー

フとした法被で装飾を施し、とても目立った PRブースを作成しました。 

開催期間中は参加者に対して、A4 判のポスターチラシをはじめ鳥取観光パンフレットやトリピーのボールペ

ンなどのノベルティグッズを配布し、CSFRT2020 における演題登録や参加のお願いをするとともに、各会場の

スタッフの配置や状況把握を行い、来年度開催に向けての情報収集を行いました。 

情報交換会では、大会実行委員と鳥取県から参加した会員が皆壇上に上がりました。会場の照明が落とさ

れると、田中実行委員長の作成した星空の PR 動画が始まり、夜明けとともに会場が明るくなると，山下大会長

のエネルギッシュな司会で会場全体を巻き込んだ「鳥取」コール、実行委員から意気込みの一言、そして岡村

大会長の熱の入った挨拶で鳥取開催の PR活動を締め括りました。 

今後、実行委員を中心に準備を進めますが、2020 年 11 月 7 日（土）・8 日（日）は当日実行委員を含めると

90 名近くのスタッフの協力が必要となります。そのためには会員の皆様の協力が不可欠ですので、何卒ご理

解、ご協力宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

（情報交換会）                    （閉会式） 
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● お知らせ  

・「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 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） 

 

 

                         内   容 

         ・一般演題 

         ・特別講演 

         ・ランチョンセミナー 

         ・第 16回中四国放射線医療技術フォーラム開催概要 

         ・医療被ばく適正管理委員会報告 
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男女共同参画事業  

『大山でBＢQ』 参加者募集のお知らせ 
 

鳥取県診療放射線技師会・男女共同参画事業として、下記の日程でＢＢＱを企画いたしまし

た。大山の風景と美味しいお肉を食べながら、いろいろなお話が出来たらと思います。ご家族

での参加も歓迎です。是非ご参加ください。 

 

日    時  ： 令和元年 11 月 16 日（土）11：30～ 

        （ 11：20 分までにはお集まりください ） 

会  場 ： 大山まきば みるくの里 鳥取県 西伯郡伯耆町 小林 水無原 2-11 

参 加 費 ：  会員       1.500 円 

小学生以下   500 円 

            （ 参加人数により金額に変動あります ） 

申 込 み  ： 下記担当までメールでお申し込みください。 

 

【お問合せ・お申込み先】 

        ・松井 英里子    mrt@med-wel.jp 

         ・森 美映子    miko40118@yahoo.co.jp 

 

申し込み締め切り ： 令和元年 10 月 31 日 17：00 まで 

    

     

        

    

 

 

 

 

 

 

たくさんのご参加 

         お待ちしています！ 

 

 

注意事項      ・参加者には別途詳細をご連絡いたします。  

・現地集合・現地解散です。 

・野菜・ご飯・ドリンクバー付きです。 

・アルコール代金は個人負担とします。 

        ・持ち込みはご遠慮ください。 

        ・屋内ですので雨天決行いたします。      

mailto:mrt@med-wel.jp
mailto:miko40118@yahoo.co.jp
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://publicdomainq.net/images/201810/04s/publicdomainq-0026984zyz.jpg&imgrefurl=https://publicdomainq.net/farm-cattle-0026984/&docid=ogUTmowGkjeurM&tbnid=HUZQVA16vfH8mM:&vet=12ahUKEwi9zv_f_KTkAhXCM94KHVqEAF44ZBAzKA0wDXoECAEQDw..i&w=900&h=494&bih=929&biw=1280&q=%E7%89%A7%E5%A0%B4%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=2ahUKEwi9zv_f_KTkAhXCM94KHVqEAF44ZBAzKA0wDXoECAEQDw&iact=mrc&uact=8
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●研修会報告 

 ・令和元年度 第１回 業務拡大に伴う統一講習会 開催報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告者 

JART教育委員 

鳥取県立厚生病院 深田 尚洋 

業務拡大に伴う統一講習会を令和元年８月２５日、９月１日の９時より伯耆しあわせの里で開催しまし

た。参加者は過去最大の４１名でした。実習指導者は４名でした。最終年度ということもあり、多くの方が

ご参加されました。 

初日 PC のトラブルがあり、実習しづらかったことを改めてお詫びいたします。このトラブルの際、お手

伝いしていただきました参加者の方々、大変ありがとうございました。 

二日目は下部消化管の実習機材が一つ来ない不手際がありましたことを改めてお詫びいたします。 

長時間の DVD 視聴、実習、確認試験と忙しい２日間を受講生は講習されました。また、お忙しい中、

実習指導者の方々に丁寧にご指導いただきました。皆様のご協力により、統一講習会を開催することが

できました。 

行った確認試験の結果は受講者に後日、JARTから郵送されます。 

来年度以降の開催は東京都のみの開催予定です。次回の１２月１４日、１５日に開催する業務拡大に

伴う統一講習会が鳥取県で行う最終の統一講習会になります。未受講の方は、国の通知に対応してい

る診療放射線技師として従事されますよう、ぜひとも受講をよろしくお願いいたします。 
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 ・診療放射線に係る安全管理のための鳥取・島根合同セミナー 開催報告  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加人数は鳥取・島根両県で総数 87 名（鳥取県 51 名 内、非会員 8 名）の参加となりました。今

回のセミナーは医療法施行規則の一部改正に伴い、診療用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開催されました。話題提供では、線量管理ソフトの説

明と医療被ばく低減施設認定取得までの流れを解説。教育講演 1 では、医療法施行規則一部改正にお

ける線量記録方法の解説を中心に、教育講演 2 では線量管理システム導入の経験から、選定～システ

ム構築、運用までの課題も交えながらご講演頂いた。特別講演では、医療放射線安全管理責任者の期

待される役割などを、配置が決定するまでの経緯について厚労省との交渉の際の生の声なども含めて

ご講演頂いた。また、厚労省からの「安全利用のための指針」が 9 月頃には発出されること、医療放

射線安全管理責任者講習の案内などの情報提供もあり今後の取り組みにおける方針を示して頂きまし

た。参加者からの質疑応答なども活発に行われ熱意のあふれる会となりました。 

 

 

報告者 放射線管理担当 

三朝温泉病院 中松 裕輔 

 

令和元年８月３１日（土）１３時～１６時  

鳥取大学医学部附属病院 臨床講義棟 431 講義室にて鳥取県診療放射線技師会、島根県診療

放射線技師会、富士フィルムメディカル株式会社との共催のもと開催された。 

【話題提供】 座長 島根県診療放射線技師会 副会長 古川 晴美 

  1「被ばく管理ソフト ＤＯＳＥ ＭＡＮＡＧＥＲの紹介」   

富士フィルムメディカル株式会社 ＩＴソリューション事業部 五十嵐 昭人 氏 

  2「被ばく低減施設取得までの取り組み」                  三朝温泉病院 中松 裕輔 氏 

【教育講演】 座長 鳥取県立厚生病院  金光 太郎 

1「医療法施行規則の改正と解釈 特に線量記録について」 

          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  

2「被ばく管理システム導入と使用経験」 

              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 

【特別講演】 座長 鳥取県診療放射線技師会 会長 岡村 章仁 

  「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 
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・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  

                           

 

                        

 

 

 

 

 

令和元年度 鳥取県診療放射線技師会 第 3回理事会議事録  

日時：2019 年 9 月 3 日（火） 午後 6 時 30 分～午後 9時 00 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 秋吉正史 朝倉顕一 中松裕輔 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   

監 事：大久保誠 池原 準  相談役：穐山恒雄 入川富夫    欠席者：木原康行 津田正樹 木村晃史 坪内 寛 

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 

 

【報告事項】 

中四国会長会議・JART教育委員会議について 

（岡村会長・深田理事） 

2019 年 7 月 29 日（土）岡山市で中四国会長会議・JART 教育

委員会議が開催される。 

〈中四国会長会議〉 

・CSFRT2020 鳥取大会の準備状況、大会テーマ・ポスターなど

の報告、提案を行い承認された。 

・CSFRT 鳥取大会の実行委員 10 名は、高知大会に参加し、大

会運営の視察、広報、情報交換会でのアピールを行う予定。 

・CSFRT2019 高知大会、情報交換会への参加を呼び掛ける。 

〈JART教育会議〉 

・業務拡大に伴う統一講習会の申し込み状況について、本会会

員、岡山会場では 3 名、鳥取会場では 38 名が受講予定と報告

される。 

地区研修会について（各地区学術理事） 

「医療法施行規則改正の詳細と解釈について」各地区研修会を

行われた。 

講師：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 

・第 1 回 中部地区研修会  7月 3 日（水） 

鳥取県立厚生病院        参加者：18 名 

・第 1 回 東部地区研修会  7月 24 日（水） 

 鳥取赤十字病院          参加者：26 名 

・第 2 回 西部地区研修会  8月 8 日（木）   

鳥取大学医学部附属病院    参加者：34 名 

第 2 回肺がん検診部会研修会報告について（上山常務理事） 

・8 月 24 日（土） 鳥取県立厚生病院で開催し、43 名(東部 15

名・中部 8名・西部 10名・他県会員)の参加があった。一般演題

3 演題と特別講演を行い、満足のいく内容で質疑応答も活発に

行われ円滑な情報交換が行われた。 

統一講習会について（深田理事） 

・8 月 25 日（日）・9 月 11 日（日）倉吉市伯耆しあわせの郷で開

催し、41 名が受講。岡山会場では 3 名が受講。9 月 2 日現在

113 名が受講、受講率 58％と受講状況を報告された。 

・講義物品、受講環境のトラブルが多く発生したが、この経験を

「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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活かして次回（12 月 14.15 日）で最後となる講習会の準備を行

っていく。 

医療被ばく適正管理委員会活動について（中松常務理事） 

1）医療法施行規則改正の講習会の実施について 

・ 東部、中部、西部地区研修会を開催、78名の参加があった。 

・8月 17日（土）鳥取、島根合同セミナー開催に向けた事前打ち

合わせ会議を米子市で開催した。 

・8 月 31 日（土）鳥取大学医学部附属病院において、鳥取、島

根合同セミナー開催し、約 90 名の参加があった。 

内容として、話題提供 2演題、教育講演 2演題および、JART小

田理事を招聘し特別講演が行われた。 

〈今後の予定について〉 

1）施行に関わる問題点、疑問点の議論並びに検討は、厚労省

から指針発出後、会員に広報する予定である。 

2）診断参考レベル（DRL）の検証活動については、鳥取県立厚

生病院の金光会員に講師を依頼し、鳥取県診療放射線技師学

術大会での講演を予定する。 

原子力災害支援委員会活動について（大久保監事） 

7 月 4 日に開催された第 1 回原子力災害支援委員会報告をさ

れる。 

1）サーベーヤー会員名簿の作成について 

・災害支援委員会の 4名及び定年退職者を中心に会員より 5名

程度選任しサーベーヤーとして委嘱し、年内には名簿を作成し、

鳥取県及び JARTに提出を行っていく。 

2）サーベーヤー研修会（講義・実習）について、外部研修会へ

の参加や研修会の企画を行っていく。 

<今後の予定>  

・次年度に外部講師を招聘しての研修会を、また島根県との合

同研修会などの開催を検討していく。 

鳥取ピンクリボンフェスタ実行委員会活動について（森副会長） 

鳥取ピンクリボンフェスタの進捗状況の報告をする。 

１）日程：10 月 27 日（日）13 時～16 時 

2）会場：イオンモール鳥取 １Fセントラルコート 

3）イベント内容の確認を行う 

・無料乳がん検診（20 名）→イベント当日イオンモールで募集 

・例年通り乳がんに関する展示、触診モデル、骨密度測定体験

などを行う 

・バルンアート →岩美病院田村会員に依頼 

・音楽演奏 →マンドリン演奏 

・乳がんの相談コーナー →あけぼの鳥取に依頼 

4）各種団体への後援依頼、イオンモールへの挨拶、賛助会員

への協賛金、物資の協力依頼を行った。 

5）当日の準備、運営について 

・物品の検診車への搬入はイベント当日（10/27）に行う。 集

合：9 時 保健事業団（富安） 

〈お願い〉 

・東部地区理事をはじめ、会員特に女性会員の協力が必要で

す。協力依頼を行う。 

  〈検討事項〉 

１)新日本海新聞「うさぎの耳」への広告掲載(広告料 2 万円(税

抜き))について検討を行う 

 →今回より主催が鳥取県診療放射線技師会になったことや公

益事業であること、レントゲン週間事業との連動もあり、一定の効

果が期待できるため広告掲載を行うこととする。 

2)イベントの新企画について検討を行う 

 →美肌チェック（肌年齢測定）を行う方向で、再度レンタル料

なども含め委員会で検討する 

CSFRT2020 実行委員会活動について（増田理事） 

8 月 20 日（火）に開催されたコアメンバーWEB 会議の報告を行

う。 

・大会日程スケジュールの概要案、講演などの枠組みを確認し

た。 

・教育講演または特別講演、市民公開講座の候補者について、

確定はしなくても高知開催の会議に提案する方向性で進めて

いく、シンポジウム案についても、2 つの案を提案できるよう準備

を進める。 

・ポスターやチラシ印刷、冊子印刷の部数について、高知の状

況、意見を聞きながら検討して行く。 

・高知大会でブースを設けて次回開催アピールを行う。また、高

知大会開催終了後でも 1 か月程度 HP の更新可能なので、次

回の鳥取開催案内を行っていく。 

・今後の予定として、趣意書、依頼書を 11 月頃に発送、来年 2

月頃には、特別講演、市民公開講座、シンポジウム、特別企画、

一般演題以外の内容を決めるよう進めていく。 

・次回 9月 10 日WEB会議を行う予定。 

会誌第 62 号の発行について（岡村会長） 

・現在初校が終わり、２校目に入った段階と進行状況を報告され

る。 

・広告掲載については、8 月 26 日現在 13 社（19 万円予定）か

ら依頼があったと報告される。 

会員動向について（上山常務理事） 

・新入会４名(そのうち２名は再入会)、現在申請中(仮会員)の方

は４名おられる。現在申請中の方は９月末までに会費納入がな

ければ非会員となるため、同施設の理事に指導を依頼する。 

・新入会、転出などで名簿が変更となり、名簿の差し替えを依頼

する。 

〈JART永年勤続表彰候補者の推薦について〉 

・勤続３０年表彰を１名・５０年表彰を２名、それぞれ推薦し承認

された。JARTに推薦するための準備を進めていく。 

会費・賛助会員の納入状況について（田中理事） 

・7 月末現在の１３３名から会費納入があり納入率 65％ 、賛助

会員については２０社中１６社より会費納入があった。 

・会誌広告掲載費用請求について、請求書を希望する企業が

多く、請求書を作成して送付を行った。 

・会費納入期限は９月末までなので、期限内に納入していただ

けるよう働きかけをしていく。 

その他 

１)登記に係る過料について（岡村会長） 

2 年前の役員変更時の登記が未執行だったため、過料が決定

し納付告知書が送付される。法人として怠ったとの判断から、本

会の費用負担とする。 

2）鳥取県がん対策推進県民会議 出席報告（森副会長） 

7 月 11 日（水）とりぎん文化会館で今年度第 1 回鳥取県がん対

策推進県民会議が行われた。 

・がん対策関連予算事業案について、当会に関わることとして、

放射線治療機能強化事業（新設）、がん専門医療従事者の育

成支援（継続）がされたことを報告する。 

3)第 5 回鳥取マンモグラフィ研修会 開催案内（森副会長） 

・2020年 1月 19日（日）午後からの開催に向け、会場及び内容

を調整中と報告、決まり次第会員に向け広報する。 
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【議題】 

業務拡大に伴う統一講習会について（深田理事・岡村会長・朝

倉常務理事） 

今年度 2 回目の統一講習会について確認を行う。 

日時：令和元年 12 月 14 日（土）15 日（日） 両方の出席が必要 

会場：倉吉市 伯耆しあわせの郷 

定員：50 名 

申込み期間：令和元年 10 月 1日から 11 月 29 日まで 

・鳥取県で開催される最終の講習会、来年度からは東京でのみ

開催予定。 

・未受講者への受講を促進するため、各施設長宛に「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」と講習会修了者の名簿を通知し、管理者に協力・指導の依

頼を行うが、自らの職務を守るため率先しての受講が望まれる。 

・講習会受講は会員、非会員を問わない。他県からの受講も受

け入れる。ただし、県内会員への受講案内を優先的に行うよう

配慮する。 

・講習会受講や入会への働きかけに資するため、県内医療機関

の業務実績(各モダリティの有無)、技師会入会状況の調査を行

った。その結果、未会員は 46 名であるとわかったが、個人の特

定には至っておらず、講習会受講案内ができていない状況であ

る。未会員が所属する施設の会員からの案内、各施設長宛に

送付する案内で受講に繋がればよい。 

未会員の研修会・講習会への参加取扱いについて（岡村会長） 

各県診療放射線技師会が主催する研修会、講習会への未会員

参加の取扱いについて、中四国会長会議時に他県の動向を確

認、島根県以外は参加費を 500～3,000 円徴収している状況で

あることが分かった。鳥取県ではどのようにするか協議を行った。 

→本会が行う事業は、会員からの会費（年間 9,000 円）で運営さ

れているため、今後、未会員が研修会・講習会に参加する場合

は 3,000 円の参加費を徴収することとする。同時に入会案内を

行い、年度内に入会されると 3,000 円を返戻することとする。 

男女共同参画事業について（松井理事） 

今年度の男女共同参画事業について以下を提案され、承認さ

れる。 

日時：令和元年 11 月 16 日（土）11：30～13：00 

会場：だいせんまきば 内容：BBQを行う 

参加費：自己負担あり 

※9月鳥取放技ニュースで開催案内を行い、参加募集について

は別途メールで行う。 

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

（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 

参加予定会員：80 名 

内容：会員発表 16演題、賛助会員によるランチョンセミナー1題、

特別講演 1 演題を予定する。 

・会員発表についは演題が集まりにくい状況から、各地区理事

が東・中・西部の各施設に演題申し込みを依頼し、会員による

多くの発表と参加を目指す。 

・ランチョンセミナーをシーメンスヘルスケア(株)に趣意書を送っ

た。 

鳥取県治療機器安全使用研修会について（朝倉常務理事） 

・この研修会を今まで 10回開催してきたが、中心となっていた会

員の退職、同様の研修会との重複、研修会参加のメリットが少な

いなどと一部会員からの意見があり、この研修会の存続につい

て協議を行った。 

→このような理由で研修会の開催を縮小する必要ないなど、研

修会の継続開催を支持する意見が多く、体制を整え、会員の協

力を得ながら、予定通り 2 月 15 日に開催する方向で準備を進

めていくことになった。 

鳥取県消化管撮影研修会について（岡村会長） 

消化管検診部会長より提出された今年度の研修会について以

下に提案され、承認される。 

日時：令和 2年 3月 14 日（土） 

会場：倉吉病院 アゼリアホール 

内容：パネルディスカッションまたはミニレクチャー、外部講師に

よる講演、カテゴリー分類トレーニング 

※参加費については、県外からの参加も多いため、検討する。 

７．JART基礎技術講習会について(深田理事)  

来年度の CT 基礎技術講習会の開催を島根県と合同開催に向

け進めていくことを提案され、承認される。 

日時：令和 2年 7月 4 日（日） 

会場：松江赤十字病院（予定） 

 〈今後について〉 

・JART の事業であるため JART 及び島根県と共同で準備を進

めていく。 

・この講習会を実施には 20 名以上の参加が必須となるため、他

の研修会との重複をさけるため、日程の案内を早めに行う。  

8. その他 

１）旅費請求書について （岡村会長） 

・現存の旅費請求書を改め、旅費精算書及び出張命令簿(案)

を作成し提案され、承認される。 

HPでダウンロードし使用できるよう進めていく。 

２）会員メールアドレスについて（秋吉常務理事） 

・会員個々にニュース等を配信していきたいと考え、登録アドレ

スが職場になっている会員は個人のアドレスに変更をお願いし

たい。 

 

 

 

 

 

● 訃報 

谷口病院勤務の山本和心会員の御尊父様が 9月 27日（金）に御逝去されました。 

ここに謹んでお知らせします。 



令和元年１０月１日発行              鳥取放技ニュース                第５１１号14 

 

  

 

・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 

10/8（火） 臨時理事会 ＷＥＢ会議 

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（土） 女性部会事業 大山まきば みるくの里 

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） 倉吉病院「アゼリアホール」 

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 

会員個人のメールアドレスを広報担当へお知らせください。 

研修会、各種事業の案内が、速やかに確認できます。 

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。 

広報担当メールアドレス publictart@gmail.com  

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

