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       THE NEWS OF THE TOTTORI ASSOCIATION OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS 

 

 

 

令和 2年 5月 24日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人鳥取県診療放射線技師会 

会長 岡村 章仁 

 

第 69回通常総会の開催並びに議決権行使書による議決結果について（お知らせ） 
 

 このことについては、令和 2年 5月１日付鳥放技発第 2-5号で通知しましたとおり、新型コロナウ

イルスの感染リスクを可能な限り避けることが求められていることから、やむを得ない理由のため、

本会定款第 15条第 4項に基づき書面で議決権を行使できる総会とし、並びに第 19条に基づき書面表

決を行うことといたしました。 

結果については、下記のとおりとなりましたことをお知らせします。 

 

記 

 

（１）日時 令和 2年 5月 24日（日） 16時 00分～16時 40分    

（２）場所 当会事務所 

（３）立会者 岡村章仁（鳥取県立中央病院） 木原康行（鳥取県立中央病院） 

        秋吉正史（鳥取生協病院） 

（４）議決権行使書提出による出席 

     総社員数 215名   出席社員数 169名（定足数 108名） 

     総社員の議決権 215個  出席社員の議決権数 169個 

（５）書面表決結果 

【第 1号議案】-1 2019年度総括及び各種事業報告 

          -2 2019年度会計決算報告及び監査報告     

承認 169・ 反対 0 

【第 2号議案】2020年度事業計画（案）及び会計予算（案）   

承認 168・ 反対 1 

【第 3号議案】放射線測定委員会規定改定（案）          

承認 169・ 反対 0 

 

   以上のとおり、第 1号議案、第 2号議案、第 3号議案が承認されました。 

  備考） 

提出された議決権行使書は、令和 2年 5月 24日から 3ヶ月間事務局で保管します。 

会員の方は、この間いつでも提出された議決権行使書の閲覧を請求することができます。 
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【お知らせ】第 16回中四国放射線医療技術フォーラムの 

開催延期について 
 

2020年 11月 7日(土)〜8日(日)に米子コンベンションセンターで開催予定でありましたが、新型コロナ

ウイルス感染防止のため、開催の延期が決定されました。鳥取県での開催として準備を進めていると

ころで、誠に残念でありますが、ご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

新たな開催日程は、下記を予定しております。改めまして、会員皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

開催予定日：2021 年 12 月 18日(土)～12月 19 日(日) 

場所：米子コンベンションセンター 

 

 

【お知らせ】 会費納入について 

 

 

 

 

 

 

 

【お知らせ】  

鳥取造影 CTゼミナール 開催中止について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年度となりました。日本診療放射線技師会と本会との合算として、お手元に届いています 

納入振込書で 2020年度の会費納入をよろしくお願いします。 

併せて、早期の納入をお願いします。納入期限は 9月 30日です。 

当該講習会については、2020年 6月 20日（土）鳥取県立中央病院において開催予定でありま

したが、諸般の事情により中止とします。 

ご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。 
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・業務拡大に伴う統一講習会について  

主催（公社）日本診療放射線技師会    

 

 

診療放射線技師法の改正に係る統一講習会の地方開催（５年間実施）は、終了しました。 

２０２０年度は、東京都、大阪府で開催が予定されています。 

  

詳細は、日本診療放射線技師会ホームページのＪＡＲＴ情報システム内を参照してください。 

 

法律改正された業務内容に対応している研修を修了した診療放射線技師として、 

研修修了者籍に登録されていますか？ 

 

＊統一講習会の「修了証書」 について 

厚生労働省医政局長 並びに 公益社団法人日本診療放射線技師会長から研修修了者番号が記載され

た修了証書が交付されます。 当該番号は、研修修了者籍として登録、管理されています。 

 

本会会員の 7割を超える 154名の皆様が、研修修了者籍に登録されました。 

諸事情により、受講ができなかった診療放射線技師の皆様には、今後の受講をよろしくお願いします。 

 

 

2020年（令和2年）度 第１回 鳥取県診療放射線技師会理事会 議事録 

 

日時：2020年5月26日（火）18：05～19：15 

場所：ＷＥＢ会議  

東部：鳥取県立中央病院 中部：鳥取県立厚生病院 西部：鳥取大学医学部附属病院 

出席者： 

理 事：岡村章仁 福光 忠 森美映子 木原康行 上山忠政 秋吉正史 朝倉顕一 中松裕輔  

木村晃史 津田正樹 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 坪内 寛 前川慶太  

監 事：大久保誠  

相談役：穐山恒雄  

欠席者：池原 準 入川富夫 

 

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 上山忠政

＊診療放射線技師法改正に関する法律の一部改正に伴う国（厚生労働省）の通知に基づく講習会です。 
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<報告事項> 

１ 第69回通常総会書面表決結果について（岡村会長） 

（１）日時 2020年5月24日（日） 16時00分～ 16時40分  

（２）場所 当会事務所  

（３）出席社員数    

総社員数 215名 出席社員数 69名 定足数 108名 

議決権行使書提出による出席   総社員の議決権数 215個  

出席社員の議決権数 169個  

定足数108個を超えており、本総会は成立する。 

（４）結 果  

 【第1号議案】-1 2019年度総括及び各種事業報告 

-2 2019年度会計決算報告及び監査報告    承認169・反対0 

【第2号議案】2020年度事業計画（案）及び会計予算（案）   

承認168・反対1 

【第3号議案】放射線測定委員会規定改定（案）        

承認169・反対0 

以上の通り、全ての議案が承認されたことを報告される。 

 

２ 第16回中四国放射線医療技術フォーラムについて(増田理

事) 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年11月の開催

から、下記のとおり、開催を延期することが決定されたことを報

告される。 

第16回中四国放射線医療技術フォーラム（ＣＳＦＲＴ2020）  

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

会期： 2021年12月18日（土）・19日（日）  

会場： 米子コンベンションセンター（BIG SHIP）  

〒683-0043 米子市末広町 294 TEL：0859-35-8111 ／ 

FAX：0859-39-0700  

会場の使用は、2021年12月17日（金）から 

 

３ 会誌第63号の発行について（秋吉常務理事） 

・会誌第63号の進捗状況を報告される。 

(1) 発行部数  280部  A４版 

(2) 広告料   １頁 20,000円 半ページ10,000円 

(3) 作成費用  450,000円 

(4) 発行    8月予定 

原稿は全て入稿済み。印刷会社へ依頼し、校正３回を行い

最終稿とする予定。 

広告について、2月に賛助会員へ案内を行い現在3社から申

し込みがあった。今後、再度6月に各賛助会員担当者へ広告

掲載の案内を行う予定。 

 

４ JART定期総会について(岡村会長) 

・第81回定時総会について、代議員による議決権行使書による

書面表決が採用されることになったと報告される。 

日程   議決権行使書の提出締め切り    6月1日（月）まで

（消印有効）  総会 6月6日（土） 

 

５ JART永年勤続表彰について(岡村会長) 

・JART永年勤続表彰について、本会から2名の方が表彰決定さ

れたことを報告される。 

勤続50年表彰者 山本 茂 氏 勤続30年表彰者  片山 勇 氏  

表彰式は、第36回日本診療放射線技師学術大会（令和2年

10月23日（金） 仙台国際センター）で行われる予定。 

・50年表彰対象者をもう1名推薦を行っていたが、事務局の確認

不足により、勤続年数が足らなかった。該当年数となったら再

度推薦を行っていく。 

 

６ 会員動向について（上山常務理事） 

（１）会員数報告 

2020年4月１日現在  ＪＡＲＴ 206名  ＴＡＲＴ 215名（名誉

会員5名含む） 

（２）新規採用者の紹介 

各施設の新規採用者（新卒・転入・異動）の報告をされる。 

新卒、未入会者に対しては入会案内を行っていく。 

転入をされた会員に対しては、JARTの転入手続きを依頼する。 

（３）会員名簿（施設別） 

添付資料をもとに、変更部分の説明をされる。 

７ その他 

（１）備品（事務局用ＰＣ）購入について（木村常務理事・岡村会

長） 

・事務局用PCの更新について、今総会の一般会計収支計予算

(案)に計上しており、予算(案)が承認された。添付資料に記載
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のPC購入候補2台について検討を行ったが、決めかねたた

めPCの購入を事務局に一任することとなった。 

使用目的  資料の作成・各研修会・総会などに使用 

予算  10万 

（２）法人県民税・法人市民税の納付について（岡村会長） 

・法人県民税、法人市免税の納付について以下のように行っ

た。 

法人県民税  21,000円  4月10日  東部県税事務所へ納付

（減免なし） 

法人市民税  60,000円  4月10日  鳥取市役所市民税課へ

減免申請  4月30日  減免決定通知により6万円全額減免 

（３）求人について（岡村会長） 

・新見クリニック（岡山県）より求人案内が事務局に届き、各理事

宛のメールで配信した。 

 

＜議題＞ 

１ 2020年度事業内容並びにスケジュールについて（岡村会

長） 

・今年度事業内容およびスケジュール（案）をもとに確認を行っ

た。 

〔新型コロナウイルス感染拡大により、延期・中止になる事業〕 

 ・中四国会長会議（5月開催 メール会議）  6月に延期 

 ・JARTワークショップ (6月開催 JART総会に合わせて)       

 ・鳥取造影CTゼミナール（6月開催予定） 

 ・診療放射線技師基礎講習「X線CT」（7月開催予定） 

 ・肺がん部会研修会（8月開催予定） 

 ・CSFRT2020鳥取・中四国会長会議（11月開催予定） 

〔第2回理事会（7月開催）で最終決定する事業〕 

 ・各地区研修会 

 ・フレッシャーズセミナー(9月開催予定) 

 ・第10回鳥取ピンクリボンフェスタ(10月開催予定) 

 ・男女共同参画事業（11月開催予定） 

 ・鳥取県診療放射線技師学術大会（3月開催予定を12月に変

更 CSFRTが延期になったため）   

年内事業に関しては、新型コロナウイルス感染状況に応じて

進めていく。  

 

２ 第16回中四国放射線医療技術フォーラムについて（岡村会

長） 

・フォーラム準備費用をTARTから貸し出ししている。開催延期と

なったため、準備に支障がないよう、JART・JSRTからの助成

金状況により、返戻の判断をしていただく。 

・来年度の開催に向け、他の学会等を参考にしながら、感染対

策にも配慮し準備を進めていく。 

 

３ 委員会活動について 

・各委員会活動については新型コロナウイルス感染状況をみな

がら、昨年通り同じ委員で継続して行っていく。 

 

４ その他 

・地区研修会について、WEB開催の場合でもJART生涯教育ポ

イントが付与されるかと質問がある 

 →深田理事よりJARTに確認しメールで回答する。 

・鳥放技HP、各種ダウンロードの賛助会員への入会案内の宛先

が前事務所となっているため、変更を依頼される。 

・次回第 2 回理事会は、7 月 7日（火）WEB 会議を予定する。 
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● 会員動向 

【移動】 

寺岡恵利さん 三澤佳祐さん 白石貴之さん 山陰労災病院へ 

藤原裕之さん 鳥取県保健事業団西部健康管理センターへ 

宇山善寿さん のぐち内科クリニックへ 

森里昭典さん 藤井政雄記念病院へ 

 

● 求人情報 

公益財団法人 鳥取県保健事業団 

勤務地 ： 西部健康管理センター 

職種 ： 診療放射線技師 1名 

業務内容 ： 乳房撮影・一般撮影（胸部）・胃 X線検査 

労働条件 ： 当財団規定による 

お問い合わせ ： 鳥取市富安二丁目 94番 4 総務課   TEL（0857）23-4841 

 

● ご結婚 

鳥取県立厚生病院 長谷川千夏さん （旧姓：齋藤） 

 

● ご誕生 

鳥取県立中央病院 前田哲生さん （第一子） 
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・2020年度 鳥取県診療放射線技師会事業 スケジュール  

日 程 内      容 場    所 

6/ 6（土） 第 81回日本診療放射線技師会定時総会 東京 日経ホール 

→ 書面表決により開催 

6/20（土） 鳥取造影 CT ゼミナール （中止） 中央病院 多目的ホール 

6/23（火） 常務理事会 WEB会議 

7/ 4（土） 診療放射線技師基礎講習「X線 CT」  （中止） 松江赤十字病院 

 

※ 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。 

事務局メールアドレス  torihougi@gmail.com 

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

