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『新しい生活様式に慣れんのです…』
(公社)静岡県放射線技師会理事(組織東部）

廣澤賢一

＝

■瀞

拝啓

知識やスキルに偏りがあることです。こればっかり

静岡県放射線技師会会員の皆様、コロナウイ

は、勉強するしかありません。地道な積み重ねが

ルスもますます猛威を振るう今日この頃（令和4

必要です。しかも最近は、環境変化のスピード

年2月現在)、いかがお過ごしでしょうか?ご心労

が速いです。いや速すぎます。頭の固くなった私

の絶えない日々をお過ごしのことと思います。 （私

では、いくら知識を稜み重ねても追いつきません。

もそうです!） 2月5日現在で、 「全国で10万人が

ついこの間まで、勉強会と言ったら会場型でした

コロナ感染!」との報道がなされ、医療体制を圧

が、いまや自宅でPCやスマホ片手に参加できる

迫しつつあります。静岡県でも新規感染者が

し、会議はWEB会議だし、いや移動時間を考え

2,000人を超え、県技師会では、 2月開催予定

ると、WEBは便利で効率的なのは理解している

だった「告示研修（実習)」が中止･延期となり

のですが、何か

ました。コロナ感染が流行し始めてから、 2年の

いというか． ．決してパソコンの扱いが苦手なわけ

歳月が経ち、 3回目の春となります。皆様、感染

ではありません! ・ ・脱線しました。記事では「二

対策をしっかり実施し、この難局を皆で力を合わ

世帯住宅型組織の解決策は、リスキリング（職

せて、乗り切っていきましょう！

業能力の再開発 再教育）である」と結んでい

少し前に、ﾈｯﾄニュースで面白い記事を読みま

・こう・ ・情緒というか・ ・寂し

ました。

した。「日本企業の多くが、二世帯同居のような

さて、前悩きはこのくらいにして（大分長い前

感じになってきた」という記事でしたが、内容を

置きでしたが・ ・ ・）、本題に入りたいと思います。

簡略にまとめると、ベテランと若手の価値観に対

皆さん、告示研修のeラーニングは終了しましたで

する認識や、知識やスキルも大きく違ってきている、

しょうか?実習のほうは、延期になってしまったため

つまりジェネレーションギャップが以前より大きくなっ

再￨淵待ちですが、準備はしておいたほうが良いと

ているという記事でした。あ−あ・ ・ ・わかる。わ

思います。先ほどの話ではないですが、同じ放

かります!特に近頃は、やれ自粛だWEB会議だと、

射線技師でも、贋格的に実施できる業務に隔た

直に顔をあわせて話をする機会が極端に減って

りがあることは、あまり良い傾向ではないと私は思

いる気がします。私なんぞは、飲みニケーション

います。今後入I職してくる新人さんはできるのに、

第一主義者を自称していますので寂しい限りです

ベテランの我々ができないなんてことになったら面

が、飲まなくとも対話って大切だなと思います。 lilli

目丸讃れ、指導するうえで問題となること間迷い

値観の擦り合わせ・意識の共有化は、日常業務

なしです。というわけで、皆様の告示研修受諦

においても、とっても有効です。だって、皆で同

を心よりお待ちしております。

じ方向に向いて頑張ったら、すごく力が出ると思

皆様の今後のご活蹄とご健康を祈念して、厳

いませんか?もっとも、価値観の違いに対しては、

後の言葉とかえさせていただきます。ありがとうご

話し合いをすることで解決するので、何とかなりそ

ざいました。

うです。 （喧￨雌はしないでくださいね) IM1題は、
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2022年度静岡県放射線技師会会費納入について
公益社団法人静岡県放射線技師会会員登録規定一部改訂に伴い2022年度の会費納入金額を以下の
ようにする。

【内容】
(1)会費額は、年間8000円とする。

(2)診療放射線技師籍登録初年度内の入会者に限り、初年度会費額5000円とする。

(3)本会会員のうち、当該年数に65歳に達する者は、会費額を年間4000円とする。

(4)本会会員のうち、当該年数に70歳に達する者で、
本会の35年勤続表彰を受けた者または日本診療放射線技師会に35年以上加入している者は翌年度以
降の会費は終身にわたって免除される。

2022年度の該当生年月日は

該当年度に65歳に達する者→生年月日1953年4月1日〜1958年3月31日の会員

該当年度に70歳に達する者→生年月日1953年3月31日以前の会員
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七

お瓢らせ

」

会費未納による除籍者から
債務回収の開始について
会費未納による除籍者から債務の回収を開始します。

公益社団法人静岡県放射線技師会

会長

山本英雄

令和3年12月18日開催の令和3年度第3回理事会にて日本診療放射線技師会が実施する未収会費の
収納代行委託に賛同する議案が可決されました。令和4年4月1日付け会費未納による除籍者（2年
間会費未納者）より債権の回収委託を開始します。

会員は定款第7条（会費の負担）および会饗納入規定第2条（会費）第3条（会蛮の納入）におい
て会費を納入することが定められており、同じく第11条3項（資格の喪失）には「第7条の支払い義
務を2年以上履行しないとき」と記載されています。また、第3条3項において「退会時には当該年
度の会費を納入しなければならない」ことが規定されています。これまで県技師会では資格喪失者に
おいて会饗債務の回収をおこなって参りませんでした。

そこで本県といたしましては、会費を合算請求している日本診療放射線技師会が債務回収を行う際、
県会費も同時に回収業務を行うよう日本診療放射線技師会に委託することにしました。

これまではこの規定について再入会申込の際に、一部でご理解をいただくまでに労力を費やしてお
りました。今後は明確化できるものと考えております。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

−3−
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ノ

新型コロナｳｲﾙｽ感染症拡大防止に向けた
本会主催のセミナーなどの対応方針について
平素は本会事業にご理解とご協力を頂き感謝を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、セミナー・告示研修・学術大会などの開催のお知らせ

(会告）がジャーナルの掲載に間に合わず、皆様にご迷惑をおかけしております。また、感染の状況
によって、開催を中止・延期させていただく、あるいは内容を一部変更して開催させていただく場合
があります。
セミナー・告示研修・学術大会などの開催や内容に関わる最新情報を、静岡県放射線技師会ホーム

ページに随時掲載いたしますので、適宜ご確認いただきますようお願い申し上げます。

静岡県放射線技師会ホ 一ムページ

http://shizuhogi.jp/

−4−
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静岡県放射線技師会事務所
メールアドレス変更のお知らせ

（ 、

1−

令和4年2月1日より、静岡県放射線技師会事務所のメールアドレスを、 下記の通り変更いたしま

したのでお知らせいたします。なお、静岡県放射･線技師会事務所の住所、 電話番号、FAX番号に変
更はございません。あらかじめご承知おきください。

記

■メールアドレス

変更前
変更後

shizuhogi@ac.auone‑net.jp
↓
info‑shizuokahousya@shizuhogi.jp

■変更日

令和4年2月1日〜
※旧メールアドレスは受信できませんのでご注意くださいますようお願い申し上げます。

以上

−5−
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第1l回公益社団法人静岡県放射線技師会定時総会の開催について
令和4年3月1日
公益社団法人静岡県放射線技師会

会長山本英雄

第l1回公益社団法人静岡県放射線技師会定時総会を、定款第14条第1項に基づき下記のとおり開催
いたします。

記

旧

時1令和4年5月29日（日）

【会

場】

プレスタヮー

9 ：30〜10:30

17階静岡新聞ホール

〒430‑0927

静岡県浜松市中区旭町11‑1
TELO53‑455‑2001

1参加費】

(浜松駅北口から徒歩約3分）

FAXO53‑455‑2021

無料

＊会場参加人数には限りがございますので、入場をご遠慮いただく場合がございます。
*｢Web申込jの方は視聴のみとさせていただきます。

【お申込み】静岡県放射線技師会HPの会告･Webセミナーの参加申込フォームよりお申し込みくだ
きい。 (http://shizuhogi.jp/i/semmar)

※参加URL

ミーティングID･パスワードは参加申し込み後登録されたメールアドレ

スに送信いたします。

案案案
議議議
号号号
１２３
第第第

１
事

議

！

令和3年度計算書類等一式承認の件
令和4．5年度理事・監事候補者承認の側
その他（ご意見、ご要望等）

＊表決は書面表決で行います。

＊第26回静岡県放射線技師学術大会と同時開催です。
＊議案集．学術大会予稿集は後日送付いたします。

−6−

第26回 静岡県放射線技師学術大会の開催について
第26回静岡県放射線技師学術大会を、大会テーマ「県民に伝えよう〜放射線技術の現在と未来を〜」と
して、下記の通り開催いたします。令和3年5月に￨荊催された学術大会は、新型コロナウイルス感染症の影響

によりWEB配信のみという形式にて開催されましたが、今回はwithコロナ時代を反映しWEB配信と現地開催を
組み合わせたHybrid方式による開催を予定します。会員研究発表15演題、ランチョンセミナーおよび公開識斌
を予定しますので、多くの会員の皆様にご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。なお、新型コロナウイル

ス感染症の流行状況により、開催方法やスケジュールを大幅に変更する可能性があります。変更がある場合、
静岡県放射線技師学ホームページにてお知らせいたしますので、ご確認をお願いします。
記

【日

時】令和4年（2022年）

【開催方法】

5月29日（日）

Hybrid方式（現地開催+ZoomWebinarを用

いたWEB配信方式）
＊会場収容人員は感染対策として80名迄とされており
ます。そのため現地開催出席者は、大会関係者・識

師・座長・演者及びその関係者1名のみとさせてい
ただきます。

【会

場】浜松プレスタワー17階静岡新聞ホール
〒430‑0927静岡県浜松市中区旭町11‑1
JR浜松駅北口より徒歩3分

【内

容】
9 ：00〜

会場受付Webinar受付開始

9 ：30〜10：30

第10回公益社団法人静岡県放射線技師会定時総会

10：30〜

第24回静岡県放射線技師学術大会Webinar受付開始

10:50〜11 :40

会員研究発表第一部

セッションI 核医学・放射線治療・放射線管理
1l :50〜12:50
ランチョンセミナー
『動態画像の現在と未来』
①『面検出器CTを用いた4Dイメージング』
キヤノンメディカル㈱首都圏支社CT営業推進部猪川弘康先生

5題

②『単純X線撮影技術で実現する動態撮影〜X線動画像の臨床応用への期待〜』
コニカミノルタジャパン㈱ヘルスケアカンパニー病院戦略部山口晃史先生
13：00〜14：30

公開講減

『ラジエーションハウスが教えてくれたこと〜誕生から映画化までのキセキ〜』
講師：福島県立医科大学保健科学部診療放射線科学科

准教授五月女康作先生
14：40〜15：30

15：40〜16：30

会員研究発表第二部
セッションⅡ
セッションⅢ

16：30〜

X線撮影

5題

CT･MRI

5題

会員研究発表第三部
閉会の辞

17:00〜17:30
叙勲報告会
【参加識】正会員：無料、非会員：無料、賛助会員： 1人無料、学生：無料
※後日静岡県放射線技師会ホームページにて参加登録案内をいたします。
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第26回静岡県放射線技師学術大会プログラム
総会会場･Webinar受付9 :00
第11回公益社団法人静岡県放射線技師会定時総会

9 ：30〜10:30

学術大会会場･Webinar受付10:30
研究発表午前の部

0:50〜11 :40

核医学・放射線管理

セッションI

座長

10:50〜11 :40

中東遠総合医療センター

畑中貴台会員

1，99mTc心筋血流シンチにおける心外集積に対する画像再構成について
聖隷浜松病院放射線部

長屋重幸

2，ヨード内用療法における教育訓練の取り組み活動
室本直子

浜松医療センター診療放射線技術渦

3，職員被ばく管理活動報告（令和3年度版）
星野明宏

静岡市立静岡病院放射線技術料

4，整形外科手術における術者水晶体被ばく線量と防誰眼鏡の効果に関する検討
聖隷三方原病院画像診断部

栗原英里

5，SHD治療における自作放射線防護具の有用性
山下勝礼

浜松医科大学医学部附属病院放射線部

ランチョンセミナー勵態検査の現在と未来』
座長

聖隷沼津病院放射線課

共催

キヤノンメデイカルシステムズ株式会社

11 ：50〜12 50

坪内秀生

『面検出器CTを用いた4Dイメージング』

講師
共催

キヤノンメディカルｼｽﾃﾑズ㈱首都間支社CT営業推進部

猪川弘康先生

コニカミノルタジャパン株式会社

『単純X線撮影技術で実現する動態撮影〜X線動画像の臨床応用への期待〜』
講師

ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀジｬバﾝ㈱ﾍﾙｽｹｱｶﾝバﾆｰ病院戦略部

公開講演
座長

山口晃史先生

13:00〜14:30

浜松医科大学医学部附属病院放射線部

神谷正貴

『ラジエーションハウスが教えてくれたこと〜誕生から映画化までのキセキ〜』
講師

福島県立医科大学保健科学部診療放射線科学科准教授
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五月女康作先生

研究発表午後の部

14：40〜16；30

セッションⅡ

14；4()〜15：3(）

X線撮影・放射線治療
座長

聖隷浜松病院

原川雄太会員

6，全脊椎撮影時の撮影方向の違いによる乳腺線量の評mli
星

順天堂大学医学部附属静岡病院放射線室

健斗

7，腹部ポータブルにおけるグリッドの検討
金本美優

浜松医療センター診療放射線技術利

8，Digitalbreasttomosynthesis撮影における乳房構成と振り角の違いによる被ばく線量の検討
有坂英里

順天堂大学医学部付属静岡病院・放射線室

9，コーンビームCTにおける線量評価法の標準化に向けた検討
中山

静岡県立総合病院放射線技術室

10、小照射野領域のビームデータ測定における透過型電離箱線量計の有用性
浜松医科大学医学部附属病院放射線部

セッションⅢ

藤井真味

15 :40〜16:30

X線CT、MRI
座長

僚

市立湖西病院

荒木拓己会員

11、救急CT撮影での息止め不良患者に対する高速撮影プロトコルの検討

磐田市立総合病院放射線診断技術科

夏目沙季

12、下肢静脈造影CT検査におけるDualEnergy撮影の有用性について
浜松医療センター診療放射線技術科

北岡知也

13、心臓CT検査における冠動脈ステントサブトラクションに対する再櫛成法の検討
磐田市立総合病院放射線診断技術科

齋藤太壱

14，心動態ファントム撮影時におけるMotionArtifactCorrectionAlgoritmlによる
認識Error抑制に関する検討
浜松医科大学医学部附属病院放射線部

佐々木佑輔

15，＜症例報告>MRSが鑑別診断に有効であった定位放射線治療後の転移性脳腫瘍の
再発の1例
藤枝市立総合病院放射線科
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大川剛史

令和3年10月30日に第54回アンギオ部会研修会

を、「カテーテルアブレーションについて」をテー
マにWEB型で開催致しました。研修会当日は、
メーカー誰淡及び特別講演の演者の皆様に、県技
師務所へ参集していただき、発表を賜りました。
まず、共催メーカーでありますGEヘルスケア
ファーマの千葉様より、最新の造影剤の情報を紹
介していただきました。
メーカー識減では、キヤノンメディカル様に最

新のアンギオ技術についてお話をしていただきま
した。

特別識演の1題目は心電図の基礎について中東
遠総合医擬センター診療技術部臨床工学室の松浦
知美先生にお話をしていただきました。先生は￨臨

床検査技師と臨床工学技士のWライセンスをお持
ちで、心電図の基礎の基礎から不整脈の種類や心
電図波形の読み方などをわかりやすく解説してい
ただきました。
特別講演の2題目はカテーテルアブレーショ
ンについて中東遠総合医療センター診療技術部臨

床工学室の村田勝巳先生にお話をしていただきま
した。近年、件数が著しく増えてきておりますカ
テーテルアブレーシヨンの基礎から、実際に使

用しているデバイスの解説、心筋の焼却部位の解
説などをわかりやすく解説していただきました。
今回、アンギオ部会単独では初めてのWEB型
での開催となりましたが、会場型で行っていた時
よりも多くの方に参加頂きました。今後とも宜し

くお願い致します。また、開催にあたり多大なる
ご協力を賜りましたバイエル薬品の萩原様にはこ
の場を借りまして心から感謝致します。
アンギオ部会長畑中世台
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令和3年度 原子力緊急時災害対策研修会(公開）
令和3年10月30日
鵜擁磯 瀦蝋磯撫瀦磯

溌畿鑛瀦辮鍛辮辮畿磯磯撫撫鰯撫醗鵜獺鵜撫溌樹爵畿擁鑛瀧蝋磯鵜鵜撫獺畿搬畿

令和3年10月30日（土）に、 「令和3年度原子

ループの生田グループ長から「浜岡原子力発電所

力緊急時災害対策研修会」を中部電力浜岡原子力

の概要と安全性向上対策」と題して、日本のエネ

発電所において開催しました。今年度は、前半は

ルギー政策から原子力発電所の役割、安全管理を

スクリーニング実習等を公開ZOOM視聴形式で

中心とした浜岡原発の取り組みなどについてご講

行い、後半は施設見学ツアーを行いました。参加

義を頂き、ZOOMによる公開研修は終了しました。

募集期間中の9月まで緊急事態宣言が続き、開催

会場参加者の見学は、 3班に分かれバスで構内

及び参加者数が心配されましたが、会場参加者31

を巡り、それぞれ2名のl職員の方が説明に付いて

名、ZOOM視聴参加者20名の合計51名（非会員

くれました。発電所柵内では、より厳重なチェッ

3名）の参加を得て無事開催できました。

クを受け、原子炉建屋内への浸水を防ぐ取水、開

開会にあたり山本会長より挨拶を頂き、ZOOM

閉弁、原子炉を冷やすための電源、注水、徐熱設

公開で勝浦管理士部会長より「GM管取り扱いと

備や、 5号機原子炉建屋内では、核燃材料が原子

スクリーニング」と題して講義が行われました。

炉プールに収まる様子が十分想像できる場所まで

講義では、原子力災害医療の体系、GM計数管の

案内してもらえました。防波壁は、海抜22mの壁

取り扱い、スクリーニング検査について説明があ

が1.6km続き、その風景は圧巻でした。また、研

りました。スクリーニングは一人を3分間で行う

修センターの「失敗に学ぶ回廊」には、たゆまぬ

ことを目的としたセグメント法について解説を頂

安全努力の姿勢に、我々にもこんな取り組みが必

きました。誰義に引き続き、参加者が2名でペア

要ではないかと考えさせられました。

を組みGM管を使い実際にセグメント法で走査し

ました。最後に代表者3名が線源を隠した被験者
役の方をスクリーニングし見事線源を見付けまし
た。実習の終わりにはタイベックスーツの着脱も
体験し、これらの様子はカメラ2台でZOOM共
有し視聴参加者も模擬的に体験して貰えました。
前半の最後には、浜岡原子力発電所総括・広報グ

画一︾一︾︾︾︾

スクリーニング時間
弧・顔・頸・屑

20sec

全身前面上半身（上肢含む）
全身前面下半身

40sec

全身後面顧部・上半身（上肢含む）

30sec

全身強面下半身（靴底含む）

30sec

上肢・服部側面とその他

30sec

■
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ベックスーツ、ZOOM資器材など多大なご支援

、、船

り

を頂きました。非常に貴重な体験ができました。
ありがとうございました。

下岬■(彼醐
凹専金銅
ヨ、ゆ

】⑥肺

参加者の皆さんお疲れ様でした。そして、浜岡

原発の皆様には見学のみならず、GM管やタイ

I

■

文武災害対策委員長深灘英史

&型
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…
静岡県放射線技師会は、公益事業として県民の

今回も、前回に引き続き静岡県放射線技師会の

皆様が健康で過ごせるよう健康増進を推進するた

公開講演であるという事を全面に出すため、会員

めに、がん撲滅、そしてがん検診受診率向上と会

から3演題の講演をしていただき、秋季公開誰演

員の資質向上を目的とした誰波会を毎年企画して

会で初めて前立腺がんについて医師の方より講演

います。

していただきました。

昨年は、新型コロナウイルス感染症感染拡大を

1演題目は、聖隷沼津病院健康診断センター

鑑みて講減開催を中止いたしました。今年は、公

山崎洋和会員から胃がん検診を受診する前に受診

益事業として一般県民の参加を増員する目的と静

者の方々に知っておいて欲しい情報として、対策

岡県放射線技師会の知名度向上のため11月3日

型検診と任意型検診やピロリ菌について、胃がん

(水・祝）に静岡県放射線技師会事務所からWeb

検診の内視鏡検査と胃X線バリウム検査の比較、

開催いたしました。

バリウムの誤嚥についてまで詳しくお話があり、

ピロリ菌除去後も定期的に胃がん検診を受診する
＜当日のプログラムは以下の通り＞

ことを推奨するとの言葉がありました。

13:30〜

受付開始

14：00〜14:20

「受診前に知って欲しい胃がん

f‐

■繋＆
g鶚

「肺がん検診について」

上原
14: 40〜15: 00

一

聖隷健康サポートセンターShizuoka

{：

晋会員

「もっと知ろう、乳がん検診」

中東遠総合医療センター

2演題目は、聖隷健康サポートセンターShizlloka

上原晋会員から肺がん検診の流れや必要性につい

竹山有希会員

15：10〜16：10

一ぺ

し

14:20〜14:40

一

山崎洋和会員

写一
也一

一

聖隷沼津病院健康診断センター

﹀△▲

検診情報」

て、また肺がん検診時の被ばくについて、検診項

「前立腺がんの検診から診断・

目についてなど、画像での説明もくわえて分かり

治療まで」

易くお話をしていただき、肺がんは早期発見力蓮

国際医療福祉大学医学部腎泌尿器外科学教授

要であり初期の肺がんは高確率で治癒できるとの

国際医療福祉大学熱海病院副院長

お言葉がありました。

石井淳一郎先生
16:30

閉会

3演題目は、中東遠総合医療センター竹山有
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最後に、国際医療福祉大学医学部腎泌尿器外科
学教授、国際医療福祉大学熱海病院副院長石井
淳一郎先生から前立腺がんの特徴、前立腺がん罹

今lmlの参加者数は、会員28名、非会員6名、一
般14名、識師（医師）

1名合計49名でした。

患率は男性で最も高いが死亡率は最も低いこと、

早期発見するために血液検査によるPSA(前立腺
特異抗原）検査の重要性と診断方法から治療方

一般参加者も10名を超え、県民に公開誰演会の
認知が上がって来たと感じることが出来ました。

針．方法まで詳しく説明があり、前立腺がんは早
期発見．治療すれば治る病気であること、一般参

今後も、本講演会が静岡県放射線技師会の重要

加者だけでなく会員の知識の向上にも大いに役

な公益事業の一つとして、多くの県民の皆様、ま

立ったのではないかと思います。

た会員の皆様に関心を持って頂けるような企画や

広報方法を工夫し、参加者数を増やし診療放射線
技師の認知度アップを図りたいと思いますので、
会貝の皆様のご協力お願い申し上げます。
（報告）広報胆当理リド佐野祐二
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新型コロナウイルス感染の状況を踏まえ、 1年

さて、次年度第14回の開催県は愛知県となりま

の延期を余儀なくされた第13回中部放射線医療技

す。2022年11月5日、 6日の2日間で開催を予定

術学術大会が、完全WEB形式で石川県にて開催

しております。ウインクあいち（愛知県産業労働

されました。開催期間は、2021年11月20日（土）

センター）での完全会場型開催を目指しておりま

から26日（金）で、ライブ配信とオンデマンド配

す。

信の2つの形式での開催となりました。

大会テーマは「実践知の探究〜放射線技術のリ

大会テーマは「見つけよう。新時代に向けたベ

テラシー〜jです。新しい形式での会場型開催と

ストプラクテイスーFindingbestpractice〜」

なります。新型コロナウイルスの感染状況にも左

と題し、時代や環境の変化に適応していくための

右されますが、隣県での開催となりますので、是

貴重な講演が配信されました。まず特別公演は、

非とも多くの会員発表がなされること、また、会

『AIの医療応用の現状』と題し、岐阜大学工学部

場への参加をされることを心より期待しておりま

の原教授が講演され、AIの信頼性を高めるべく、

す。

画像診断を含めた医療機器の開発が進められてい
る現状と、今後に対する期待が高まるような内容
を、他分野の研究内容も含め説明してくださいま
した。その他の教育講演は4講演あり、そのうち、
被ばく線量管理の方法、医療従事者に対する白内
障調査、核医学治療に関する3講演については、

金沢大学の各専門の先生方が講演してくださいま
した。また、診療放射線技師法の改正について、

日本診療放射線技師会の児玉副会長が、告示研修
の重要性と今後の展望を含め講演くださいました。
どの内容も変化に適応してく必要性を感じるもの
でした。

一般発表は86演題で、静岡県内からも各セッ
ションで多くの発表がなされ、サイト内のチャッ
トを利用した質疑応答も行っていました。

こちらも後で見返すことができることで、より
内容を理解することができました。

発表された会員の皆様、お疲れ様でした。
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第34回乳腺画 像部会研修会報告

；

令和3年11月20日(土）

Webl淵催
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令和3年11月20日にオンラインにて、第34回乳

腺画像部会研修会を開催いたしました。参加人数
は54名（会員35名、非会員12名、県外会員7名）

ジショニング方法として、とても参考になりました。

今後の撮影に活かしていきたいと思います。
また今回、参加者同士の交流を図ろうと、初め
てブレイクアウトルームも使用されました。聴講

でした。

のみでなく、日頃の取り組みや悩み等を話したり、

聞いたりできる貴重な場になったのではないかと

第34回乳腺画像部会研修会報告

思います。

『m像から解る！ ！私のポジショニングの改善

【内容】
『諦習会的標準ポジショニングをやさしく解説！ !』

点』では、ポジショニングのどの部分を改善する

『背が低い技師さんはどうしてる？？分かり易

ことで、マンモグラフイがどのように変わるのか

くコツを伝授1 1」

を複数の症例を見ながら解説していただきました。

『背が高い技師さんはどうしてる？？分かり易

ポジショニングの違いで画像の印象が全く違って

くコツを伝授l lj

見え、それぞれの症例に対して、立ち位置、外側

i画像から解る！ ！私のポジショニングの改善点!j

乳房の寄せ、乳腺の伸展等、改善すべき点を詳し
く解説していただきました。マンモグラフィはポ

今回はポジショニングをテーマに、講習会的標

ジショニングの良し悪しがそのまま診断の良し悪

準ポジショニングの解説に加え、撮影技師の身長

しにつながると言う事がよくわかりました。撮影

の違いによるポジショニングのコツの解説も行っ

後は所見を探すだけでなく、ポジショニングを含

ていただきました。

めて画像を見直し、次の撮影につなげていくこと

ポジショニング解説では、撮影者全体を映すカ

が大事だと思いました。

メラと手元を映すカメラがあり、ポジショニング

近年、新型コロナウイルスの影響で、識習会も

をしている体、手の動きを見ながら説明を聞くこ

開催されず、特にマンモグラフィを始めたばかり

とができ、気を付けるべきポイントがよくわかり

の方は、ポジショニングを学ぶ機会が少なかった

ました。乳腺が欠けないように、また乳腺を広げ

のではないかと思います。今回の研修会は、普段

て撮影する事の大切さ、接遇の大切さも含め、ポ

のポジショニングを見直す良い機会になったので

ジショニングの行為1つ1つに意味があることを

はないかと感じました。

最後に今回の研修会の開催に際してご尽力いた

改めて実感しました。
撮影技師の体格の違いによるポジショニングのコ

だきました役員の皆様、会場を提供していただい

ツとして、身長が低い技師と高い技師で体の使い方

た富士病院の皆様、参加者の皆様ありがとうござ

を変えて工夫している点について教えていただきま

いました。

した。腕の長さの違いによる使い方、目視で確認で
きる純I11の違い等、撮影技師の体格に合わせたポ
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乳腺画像部会部会貝

JA静岡厚生述遠州捕院筒井I1li季

蕊癖
令和3年12月8日に第13回静岡県MRI技術研究

た。異なる造影剤(EOB･ガドブトロール）を

会をWeb開催いたしました。今回の研究会も前

使用した検査に関して、撮像方法の違いやその使

回に引き続きWeb開催としました。前回研究会

い分け方についてお話しいただきました。

の反省をふまえ、運営上の改善といくつかの新た

教育誹演では藤田医科大学医学部先端画像診断

な試みを実行しました。まず改善点として、配信

共同研究誰座准教授の村山和宏先生に「頭部造影

シールにZOOMWebinarを採用したことにより、

MRIの読み方：明日の診療で役立つ読影のポイン

参加定員を500名と大幅に増加させることができ

トとピッl､フォール」と題してご講演いただきま

ました。前回研究会では参加定員が100名に限ら

した｡MRIの造影効果には「Vascularity(血管性)」

れており、参加を希望する県内の技師が多くいた

｢Permeability(血管透過性)」の2つの要素があ

中、参加登録開始からわずか10日で定員に達しま

り、それぞれを分けて考えることで"染まる病変

した。今回は十分な参加枠を確保できたため、定

の特徴を捉えることができる。Pe血sionのDSC

員に達することなく410名の登録をいただけまし

撮像ではCBVやCBFなどのVascularityを、DCE

た。またWeb識習会に特化した機能を用いるこ

撮像によりKtraなどのPermeabnityをみていると

とが可能となり、特に参加管理において運営上の

いうことを、多くの症例画像とともにご講義いた

省力化を実現できました。新たな試みとしては、

だきました。また、腫瘍に類似した非腫瘍性病変

Web配信の利点を生かして平日夜間帯での開催

の造影所見や、造影で｣Ⅲ管壁を評価するVessel

に挑戦しました。運営側が一つの会場に集まるこ

WallImagingについてもご講義いただきました。

とができないため難易度が上がりましたが、事前

会員発表・教育誹演ともに、多くの質問をいた

に入念な打ち合わせやリハーサルを行うことでこ

だきましたが、配信中に全ての質問に対応するこ

れに対処しました。当日は運営スタッフ・演者の

とができず申し訳ございませんでした。今後の課

日常業務終了後に、それぞれのサイトから配信作

題とさせていただきます。

業を行う、 「完全リモート」での運営を実現する
ことができました。

参加登録410名に対し、研究会当日の参加者は
計323名（実参加率；79%）であり、地域別でみ

研究会のテーマは「MRIの造影検査」とし、会
員発表2題、教育講演1題の構成で企画しました。

ると県内93名、県外230名(44都道府県）という
内訳でした。Web形式での研究会の普及に伴い、

会員発表1では順天堂大学医学部附属静岡病院

他県から多くの参加者が増える傾向にある中、県

の清水匡大様に「骨盤部造影MRI検査」について

内技師の参加が制限されないような枠組みを考え

ご発表いただきました。前立腺・膀胱・子宮にお

ていかなければならないと考えております。

ける造影MRIの目的や重要となる画像（所見）に

最後に当研究会の開催に際してご尽力いただき

ついて説明いただいた上で、実際に自施設でどの

ました皆様、誰師を引き受けて下さった皆様に厚

ように撮像されているかをお話しいただきました。

く御礼申し上げます。

会員発表2では磐田市立総合病院の望月健裕様
に「肝臓造影検査」についてご発表いただきまし
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MRI部会長大石恵一

令和3年12月11日（土）に、第15回医療安全セ

きるようになります。 2つ目は統合診療支援プ

ミナーを行いました。昨年に続きまして、今年も

ラットフォームのiCITAjであり、既読管理機

WEB(ZOOM)による開催とさせていただきま

能を有しています。CITAは既読管理のみではな

した。

く、その後の対応状況も簡易に把握でき、非常に

今回のセミナーのテーマは、 『画像診断レポー

有用と思いました。

,｡p，…､',
アツブザート

■睡心蝿

ト未読影対策」です。画像診断レポートの記載を
見落としたことにより、患者が死亡する事例が後

｡●e▽ロ

g

唾篭で『" V

を絶たない昨今、緊急度の高い所見や重要所見に
対して必要な対応を取るために、組織的な伝達や

確認体制の榊築が必要となります。
本セミナーでは重要所見見落としの現状、最新
のインフラシステムの紹介、各施設での取り組み

を共有することによって、未読影対策の向上を目

、

叩︐髭

指していくことを目的に開催されました。講演
(1題)、会員発表（3題）を行いました。

リ
』

一辛口畑

口Ｊ伽

叩ｕ岫

’

11

会員発表では、 『各施設における画像診'折レ

介

︸﹄

の

紹

ム

とオ
上フ

・革支

向る卜
獅邇却
全推プ
安を援

医働統

虞■弛■■■■■■■■

叩︾質改疲
の方診
６ｍ療き合

、

ポート未読影対策の現状』をテーマに、島田市立
総合医療センター（中部）宿島久志会員、国際医
療福祉大学熱海病院（東部）杉村俊樹会員、聖隷
麺1年H2mllB
唾フイルムメデぷあ服丁ソリユーシ■シズ轡委今壁

三方原病院の中野仁会員の3施設の方に、ご報

……却虹−m野…唖●

告いただきました。

講演では、富士フイルムメディカルITソリュー

シヨンズ株式会社の平川毅氏に、 『医療の質
安全性の向上と働き方改革を推進する統合診療支

当院における
しボート見逃し対策の現状

援プラットフォームについてjで、ご誹淡いただ
きました。 2種類の統合診療支援システムのご説
明がありました。

1つ目は、診療文書管理・診療

支援ソリューションの『Yahgee』で、働き方改
革に向けた診療文書作成および管理の効率化がで
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禽田市立縮合医蝋センター
宿鹿

久志

など） もCITAと電子カルテの記事入力で確認さ

れており、対応がとられていない場合には、依頼
医に連絡するなど、対策がなされていました。レ

既読システム導入の

ポートの肌読を確認しても、担当医が適切な対応

経緯と課題

に進んでいなかったら、既読を確認しても意味が
ないことになります。既読だけではなく、その後

国際医霊福祉大学熱海病院放射級室

の対応の確認も含め、病院全体で検討していくこ

杉村俊樹

とが重要と感じました。

本セミナーにより、画像診断レポート見落とし
の現状、既読システム、対策方法、今後の課題な
どが、理解できたのではないでしょうか。われわ
画像診断報告書の確認不足防止に向けた取り組み

れが検査を行い、異常所見がレポートに記載され

〜冨士ﾌｨﾙﾑ社雲ICITAI既読管理機館〜

ているのに放置されて、手遅れになって亡くなる
ということは絶対になくさなければならないと考

えます。また、本セミナーが、未読影対策を各施
設で考える機会になっていただければと思います。
島'§漂蛎璽画"鋪編

今回は静岡県放射線技師会会員28名、非会員0
名、他県の放射線技師会員から6名、一般参加5

レポート既読管理システムが導入されている施

設、導入がない施設からの報告がありました。既

名の参加があり、合計39名の参加をいただきまし
た。

読システムの導入は費用の面から、簡単ではない
と思われます。しかし、既読システムがないから、

最後に、本セミナーに参加していただいた皆様、
講演していただいた皆様に厚く御礼申し上げます。

何もしないでよいわけではありません。宿島会員

技師が毎朝、前日の検査報告書を印刷し、各診療

一一

の施設では、既読システムはないが、診療放射線

。

一

､毒==Zn

=

＝＝．

科の看護師が医師と既読の確認を実施していまし
た。技師と看誰師の連携により、重要所見の見落
としを防いていました。

次に既読システムが導入されている、 2施設か

らの報告です。杉村会員の施設は、 iJMAC社製
のLUCID』が、2019年7月に導入されました。
未読影の抽出が容易に行え、医事課が病院に報告
している運用であり、既読率が明らかに上昇して
いました。

中野会員の施設では、 『富士フイルム社製の
CITA」が、今年度5月に導入されました。既読
率99％を達成していました。また、既読後の対応
(治療への対応・経過観察・他科へのコンサルト
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医療安全推進委員長中村文俊

令和4年1月22日（土）に「第46回放射線技師

す取り組みとして医師と協議して作成したマニュ

のためのセミナー」をWeb開催いたしました。

アルから、腰椎、膝の撮影目的・技術について分

令和2年4月からの医療法施行規則一部改正や

かりやすく話していただきました。沼津市立病院

DRLs2020が策定されたことにより、診療用放射

の村瀬渉会員からは、写損カンファが技師間のコ

線の安全管理体制や撮影条件の整備が強く求めら

ミュニケーションにも繋がり、一般撮影の画像が

れてきました。そこで、一般撮影の再撮影につい

向上したことで写損率が減少したという報告があ

ても、医療安全・被ばく等の観点からどのように

りました。 3名の発表からもまずは自施設の撮影

対応していくのか、管理システムの紹介と各施設

体制や写損原因・部位などを把握することが再撮

での再撮影に対･する取り組みの共有を目的に、

影を減らす第一歩であることを感じました。

｢一般撮影における再撮影」をセミナーテーマと
して最新技術誰減、会員発表を行いました。

今回もWeb開催ということで音声の乱れ等の
不手際がありましたが、土曜日の午後という貴重

FPDの普及により搬影線量低減が進みましたが、

な時間にも関わらず62名（静放技会員51名、その

簡単に再搬影が可能になったことで再撮影率増加

11111名）の方にご参加いただけました。今後も多

の問題もあります。そこで最新技術講演では「再

くの会貝の皆様にご参加いただけるような内容を

撮影管理システム」について2社に誰演していた

企、して参りたいと思います。最後に、参加して

だきました。富士フィルムメディカルのシステム

いただいた会員の皆様、ならびにご講演していた

は、X線撮影の線量指標であるS値、E1値を撮影

だいた皆様に厚く御礼申し上げます。

部位ごとに管理して線量最適化のサポート、再撮

管理士部会11#iili拓也

影による写損画像の発生状況を見える化して撮影

三一一

一

手技の標準化や教育支援への活用、検査数や稼働
率を管理することで効率的な検査体制の構築と

いった特徴を挙げられていました。コニカミノル
タジャパンのシステムは、NG画像の一括管理や再

撮影基準画像の作成支援、 「NG画像」「OK画像」
｢基準画像」を同一画面で表示する再撮影カンファ

レンス機能などの再撮影管理とコニカミノルタコン
ソールCS‑7から収集された情報を活用してデータ
に基づく改善を支援する業務分析の2つの機能で

櫛成されている特徴を挙げられていました。
会員発表では「一般撮影における再撮影の取り

組み」をテーマに3施設の会員に発表していただ
きました。聖隷浜松病院の原川雄太会員からは、
Webマニュアルや補助具を利用して統一性をも

たせることや、勉強会や日々の振り返りにより知
識・理解度を高める取り組みの内容でした。静岡
県立総合病院の杉浦靖幸会員からは、写損を減ら

脳
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第62回東海四県放射線技
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2022年2月6日（日）、三重県診療放射線技師

もかかわらず、限られた時間の中で素晴らしい発

会の主催で、第62回東海四県放射線技師学術大会

表をしてくださいましたこと、この場をお借りし、

が開催されました。昨年は、新型コロナウイルス

あらためてお礼申し上げます。ありがとうござい

の麓延により開催が延期されましたが、本年は東

ました。今後益々のご活躍をお祈りいたします。

海四県として初のMedmarを使用したWEB形式
最後に、今大会の当番として運営されました

での開催となりました。事前の登録は300名を超

え、当日は多くの方力覗聴されました。

(一社）三重県診療放射線技師会の皆様に、心か

大会のテーマは、 「循環器領域の疾患に画像診

ら感謝申し上げます。

断で迫る」と題し、特別講演とシンポジウムの2

さて、次回は静岡県が開催当番となっており、

本立てで、最新の知見、今後の動向を会員の皆様

会場型での開催を目指しております。会場は、ア

にお伝えする目的で企画されました。

クl､シティ浜松コングレスセンターとし、2023年

まず特別公演では、三重大学医学研究科循環

2月11日（祝）の開催を予定しております。内容

器内科・腎臓内科教授の土肥熊先生が、 「循環器

は未定ではありますが、当日は、是非とも多くの

内科医が画像診断に求めるもの」と題し、心臓疾

皆様の参加を心よりお待ちしております。

患の現状とそれに対する評価方法や治療について、

1時間にわたりご講演くださいました。放射線科
領域の画像診断の重要性を、あらためて知ること
が出来ました。
その後のシンポジウムでは、 「循環器の疾患に

各モダリティで提供できる画像情報について」と
題し、当会四県の会員で、各モダリテイのスペ

シャリストによる発表がありました。モダリテイ
は、X線CT･MRI ･RI ･超音波の4検査で、静
岡県からは、静岡市立静岡病院の千葉和宏会員が、

｢X線CT検査の役割と実践」と題して、冠動脈・
大血管に関し、救急医療におけるCTの重要性も

含めて、詳しく解説してくださいました。循環器
領域に詳しくない私にも分かり易い内容となって
おり、とても勉強になりました。その後の討論会
でも活発な意見交換がなされ、非常に盛り上がっ

たパネルディスカッションとなりました。千葉会
員におかれましては、昨年蕊れの急なお声掛けに

‑20‑

…
令和4年2月11日にオンラインにて、第35回乳

れがわかる症例でした。極めて高濃度や不均一高

腺画像部会研修会、第2回静岡県マンモグラフイ

濃度の乳房はマンモグラフィが苦手な乳房椛成で

研修会（撮影技術）を開催いたしました。参加人

すが、

数は95名（会員48名、非会員21名、県外会員26

で病変を見つけられるとのことでした。MRIの解

名）でした。

説では、カテゴリー表や、TimeIntensityCurve

l､モシンセシスを上手に組み合わせること

を提示してわかりやすく解説して頂き、マンモグ

ラフイを振り返った際の説明では、 2Dの、像で

【第35回乳腺画像部会研修会報告】

もリトラクションの存在が認識でき、左右対称に

『症例検討およびディスカッションj

撮影すること、乳腺を伸展させることの大切さを

今回は、前回開催した研修会でのアンケートで

教えて頂きました。

要望の多かった症例検討をテーマに取り上げ、 3

3症例目は、検診エコーでカテゴリー4がつい

症例について検討およびディスカッションを行い

た症例でした。精査のマンモグラフィでは胸壁付

ました。事前にクラウドPACSにて画像を確認し、

近に石灰化があり、最初はカテゴリー3と判断さ

当日は投票機能を用いてマンモグラフイのカテゴ

れたものの、もっと奥まで写るように撮影した結

リーを参加者の方につけて頂きました。

果、さらにたくさんの石灰化が見え、カテゴリー

1症例目は、マンモグラフイでカテゴリー3，

4の判定になりました。ポジショニングによって

エコーではカテゴリー2の判定であったが、MRI

描出範囲が違うことが判定に影響があると痛感さ

や生検の結果、乳がんと診断された症例でした。

せられた症例でした。石灰化病変は、エコーとの

MLOで、胸壁近くにFADがあり、 もっと良く描

総合判定でマンモグラフィが優先される事が多い

出させようと追加撮影も行われていました。追加

ので、ブラインドの少ない、像提供が必要だと実

撮影が撮影技師の判断に任されている施設も多く

感しました。

あると思いますので、所見を見つける読影力が必

今回の研修会は、症例検討ということで、 3症

要だと改めて感じました｡エコーの解説では、カ

例を供覧して解説していただきました。マンモグ

テゴリー分類に沿って説明して頂きました。縦横

ラフイだけでなく、エコー、MRI，痂理とさまざ

比、エラストグラフイのことなども丁寧にお話し

まな画像を見る良い機会になったと思います。今

てくれたので、エコーに桃わっていない方にもと

回の症例を通して、前回の研修会でもお話があっ

てもわかりやすかったと思います。

た、 『マンモグラフィはポジショニングの良し悪

2症例目は、極めて高漉度乳房の症例で、検診

しがそのまま診断の良し悪しにつながる」と言う

エコーにて指摘されている病変が、 2Dマンモグ

事も再認識しました。また、追加撮影を行う際の

ラフイではわからず、

基準や、

トモシンセシスで櫛築の乱
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トモシンセシスを用いる基準についての

質問があり、他施設の貴重な意見が聞けたのでは

張を持っている患者への接遇も重要であるとのお

ないかと思います。今回の研修会で得た事を業務

話があり、接遇の大切さも改めて感じました。ポ

に活かしていきたいと思いました。

ジショニングのポイントについてのお話もあり、

最後に今回の研修会の開催に際してご尽力いただ

欠像をなくすためには、乳房を引っ張るのではな

きました役員の皆様、参加者の皆様ありがとうご

く、乳房を入れたいところまで動いてもらうとい

ざいました。

う説明がありました。乳房全体を写すためには立

ち位置が重要であることがよくわかりました。ま

乳腺画像部会部会員
JA静岡厚生述速州病院筒井亜季

た、ポジショニングを振り返る事や、記録に残し
て次回に生かすことも大切で、今後実践していき

【第2回静岡県ﾏﾝﾓグﾗﾌｲ研修会(撮影技術)報告1

たいと思いました。

再撮影の被ばくについては、再撮影した分だけ

『県内の再撮影率と傾向、改善方法について』

被ばくが増えること、マンモグラフイでは、痛い

『再撮影の被ばくについて』

時間も増えるというお話がありました。つい、画

今回、県内11施設の再撮影率と傾向について調
査報告が行われました。

像の方に気をとられてしまうので、痛い時間も増
えるということにハツとしました。また、被ばく

検診施設での再撮影理由の多くは、対側乳房等
の写り込みやnippleの側面性が占めていました。

の低減を考えた、プレ照射が撮影線量に及ぼす影
馨についての検討は、とても興味深かったです。

改善方法として、この2点は撮影前に目視で確認

今回、 1人で撮影することの多いマンモグラ

できる部分であるため、対側乳房を除けたあとの

フイにおいて、どのような時に再撮影を行ってい

戻りや圧迫時のnippleの巻き込みに気をつけるこ

るのか、またその改善方法について、大変貴重な

とで再撮影が減るのではとの見解が示されました｡

お話を聞くことができたと思います。今回学んだ

スピードも求められる検診ですが、この2点に気

改善方法を参考に、また被ばくのことも考えた撮

をつけ撮影していきたいと思いました。

影をしなければならないと感じました。

また、経験年数別での再搬影率では、 3年未満

最後に、今回の研修会の開催に際してご尽力い

が最も多く、次いで10 15年という結果でした。

ただきました役員の皆様、参加者の皆様ありがと

経験年数が多い技師の再撮影理由では、技師ごと

うございました。

の傾向があったとの報告があり、その傾向を知っ
て、乳腺全体を伸展させて欠像なく描出する撮影

技術を身につけることが必要とのお話がありまし
た。これを機に、自分のポジショニングにおける
クセを見直してみようと思いました。
精査施設での再撮影理由で最も多かったものは、

乳腺の欠像で、病変の描出不足や追加撮影の位置
不良等が主な理由でした。また部分切除後や男性
等、通常のポジショニングが雌しい場合が多い事
も再撮影となる要因ではないかとの結果が示され
ました。ポジショニングの改善が再撮影減少につ
ながり、そのためには、箱密検査という不安と緊
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和田健会員瑞宝双光章受章
おめでとうございます
公益社団法人静岡県放射線技師会
会長
山本英雄
蕊蟻嬢寒蟻蟻畿嬢肇溌鐵嬢働 畷醗嬬鍛鰯蟻蟻蟻蟻蟻蟻嬢蟻韓蟻蟻働 溌蟻蟻嬢蟻蕪蟻嬢簿鑑蕊蕊礁蕊簿

本会の前会長（現顧問）の和田他会員が令和

I

4月から診療支援部長としてコメデイカルを統括

3年11月3日付で瑞宝双光章を受章されました。

し、デジタル画像の院内WEB配信を積極的に推

このことは静岡県放射線技師会といたしましても

進して画像の一元管理に貢献しました。

大変喜ばしいことであり、名誉なことでもありま

定年退職後、平成18年4月1日から令和元年7

月まで浜松南病院放射線科技師長として当該科

す。
この瑞宝双光章は保健衛生功労者として公共的

をまとめると共に消化管の難治性疾患の画像検査

な職務の複雑度、困難度、責任の程庇などを評価

等にも取り組むなど浜松市南部地区の地域医療の

し、職務をはたし成績をあげた人に対して、与え

発展にも貢献している。また、これらが評価され

られます。

て平成19年5月25日厚生労働大臣表彰を授与され

和田会員は、昭和43年10月1日診療エックス線

ました。

技師として浜松市医師会中央病院に入峨し、 IIB和

令和元年10月からは、高橋整形リハビリクリ

44年1月25日診療エックス線技師免許取得、 II僻Ⅱ

ニックに勤務し、急性期病院で知識技術を発揮し、

46年7月10日診療放射線技師免許取得して昭和48

撚形領域の検査に携わり、地域住民の健康維持管

年4月1日から県西部浜松医療センター開設に尽

理に尽力しています。

力し、昭和52年には剛内初、商速VTRによる血

静･I渕県放射線技師会役員としての功績は、平成

管撮影法を確立するなど先進的な高度医療の推進

12年4月1日から平成16年3月31日まで社団法人

に携わりました。平成9年には高遮蔽能力のアク

静岡県放射線技師会副会長（学術担当）として、

リル製水晶体防護メガネを考案して医療被ばくの

学術研究活動の推進と診療放射線技師の資質の向

低減に努め、医療界初の社団法人静岡県産業技

上に務めました。その後、平成16年4月1日より、

術協会より奨励賞を受賞し高い評1iliを受けました。

会長として新たに技師会事務所の購入に向けて会

平成10年4月1日より放射線技術科長として画像

員各位の協力により購入資金の積立を開始し、購

のネットワーク化に務め平成12年には県内初の一

入のための手続きを経て平成23年6月より新技師

般撮影系にフラットパネルディテクタによるデジ

会事務所での業務を開始して技師会活動の更なる

タル撮影システムを導入し画像のファイリングや

発展の基礎を築きました。

高画質な画像情報を提供しました。平成12年度よ

平成22年4月より法人化検討委員会を発足し、

り2年間、浜松市医師会肺がん検診粘度管理委員

9月より拡大法人化検討委員会を立ち上げ、法人

として胸部X線写真の画像評価や撮影機器等の線

法改正内容について学習と検討、公益法人移行へ

管理について診療所等の医療機関に対し助言を行

対応する新定款、諸規程案の検討など幾多の議論

い、平成15年度から開始した診療所等による肺が

を積み重ね、理事会そして臨時総会等を経て、平

ん検診個別事業に大きく貢献しました。平成15年

成24年4月1日公益社団法人への移行を達成し、
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晴れて新しい歴史を刻む一歩を踏み出しました。
公益事業の推進に向けて主に3つの柱を事業内

容としてlセミナー等による診療放射線技術の

高度先端医療の第一線の場で活躍し、地域医療に
貢献している傍らで、私たち後進へのご指導を頂
きありがとうございました。

向上発展のための研修事業2.体験活動、講演、
相談等の事業による放射線検査に関する知識の普

今後も、和田会員が健康に留意され、ますます
ご活躍されることを祈念いたします。

及啓発事業3.研修、訓練等による放射線管理及

会員の皆様へ授章の報告会として、 5月学術大

び安全推進事業などの公益目的事業を積極的に

会（浜松）終了後に予定しております。本来なら

開催するために各種専門部会（超音波部会･MR

ば盛大に行いたいのですが、現在のコロナウイル

I部会・アンギオ部会・乳腺画像部会・管理士部

ス感染拡大状況を鑑みて開催いたします。

会）でも活発な情報交換を行い、その技術を臨床
現場に反映するように周知徹底を図りました。県

内各地区では、 「ふれあい広場」を利用しての放
射線被ばく相談や、腹部超音波検査無料体験、そ
して骨密度測定無料体験など多くの県民が参加し
て、自己の健康管理の重要性を再認識する機会を

計り、県民の健康寿命増進に寄与するように務め
ました。

平成23年3月l1日の東日本大震災時には県医務
課の要請を受け、いち早く県庁危機管理センター
に専用電話を開設して頂き、診療放射線技師3名

を常駐して、延10日間450件に及ぶ県内外の住民
からの放射線被ばくに対する健康相談を実施して、
不安解消に努めました｡また被災者に対する超音
波による甲状腺検査や、遡体検案前スクリーニン

グ検査等についても一部の会員を被災地に派遣し
て、甲状腺がんの早期発見に務めました。

放射線技術の向上のため、静岡県放身撚技師学
術大会や第5回中部放射線医療技術学術大会、東

海四県放射線技師学術大会などの大会長としての
重責を担い、中部地区7県の診療放射線技師や関

連企業の技術者や学生も参加する大規模な学術大
会を企画運営するなど、強いリーダーシップを発

揮してチーム医療の推進と放射線技術学の研鐡に
尽力しました。

これらの功績が認められ今回の叙勲受章となり
ました。
50年余りの永きにわたり診療放射線技師として
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画像から見るポジショニングの改善点
磐lll市立総合病院安澤千奈
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◎初めに◎

Post :広い範囲が写し出されている

マンモグラフィに求められる画像とは

1

1 ．できるだけ広い範囲が写し出されていること

乳がんは乳腺に発生します。その乳腺が欠けて
いない、欠像のないポジショニングがマンモグラ
フイに求められます。
2写し出された乳腺ができるだけ広がっている
こと

乳腺のかたまりの中に病変が埋もれて判別でき

ないことがあります。そのため、乳腺をできるだ
〕

け伸展させたポジショニングがマンモグラフィに
求められます。

画像から上記2点が満足できる、よりレベルの
高い画像を提供するためのポジショニング改善ポ

◆Pre画像からわかること

他施設から右乳房に腫瘤を自覚するとのことで
紹介された画像で、指摘された腫瘤は判別が困難

イントを解説しました。

です。極めて高濃度乳房のため、乳腺に埋もれて
症例l

できるだけ広い範囲を写し出す

Pre :欠像あ' ￨
P1．e :欠像あり

判別できなくなっているのでしょうか？
まずは欠像があるのかどうか、その点を考えま
す。乳腺後隙が不足していることに気づくかと思
います。左右比べて特に右の後隙は、大胸筋やイ
ンフラマンマリーフオールドの描出も少なく、極

めて高濃度乳房のため確かに胸壁ギリギリまで乳
腺があり、描出が難しかったのかもしれませんが、

精密検査で受診され自分だったらどうアプローチ
するのか？そこを考えましょう。
◆PoSt画像からわかる改善ポイント1
■

精査施設で再度撮影された画像です。全く印象
が違いますが同一患者です。乳腺後隙がしっかり

ロ

1

描出され、右乳房ML'領域に自覚されていた腫瘤
らしき存在が確認できます。
何がポジショニングで違ったのか？どこが改善
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されたのかを考えていきます。

当に大変ではありますが、Pre画像に比べてPost

この症例の乳腺後隙を入れるための改善点

画像は、右U領域の構築の乱れがはっきり確認で

＋立ち位置をもう少し前にする

きます。

＋腋窩深部の位置を的確に確認し支持台角にの
せる

大胸筋や乳腺の入り方はそれほど変わりません。
また、共に乳房厚は50mmと同じで乳房圧迫に大

＋乳腺を背中の後ろの方から肋骨に沿って引き
寄せる

きな違いはありません。
この症例の乳腺をより伸展させるための改善点

＋手のひら全体で、指先まで含めて乳腺をしっ
症例2写し出された乳腺ができるだけ広がって

かり伸展させる

いる

｜
I

圧倒的に乳腺の伸展の仕方が大きく違うのです。

Pre:伸展不足（前回）

乳腺をしっかり伸展する事で、脂肪と乳腺の分離
がよりはっきりして、乳腺内コントラストが向上
し、異常所見の描出が容易に確認できます。

乳腺の伸展の違いが病変の見え方に大きく寄与
していることを再確認できる症例です。

◎まとめ◎
再撮影は極力避けるべきであり、過去画像があ
割

凸一

鋤

れば撮影前に確認することでポジショニングの傾
向をつかみ、回避できることも少なくありません。

乳房厚: 50mm

また撮影後は過去画像と比較して、自分が撮影し
た画像を振り返ることもしましょう。そうするこ
Post :伸展良好（直近）

とで自分のポジショニングの弱点を知り、克服す
るきっかけになります。

前回の乳腺画像部会で接遇の大切さもやらせて
頂いていますが、接遇も撮影技術の中の重要な1
コマです。

接遇とポジショニングを制することで、上質な
マンモグラフイを提供する事の近道になります。
︑

明日からの業務に活かして、より技術の腕を上げ
−

ていきましょう。

乳房厚: 50mm
Qﾄー

癖．

同一患者の画像です。右U領域に、C‑4の中心
低濃度の構築の乱れが存在します。
極めて高湛度乳房であり、ポジショニングが本
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肝臓造影検査
"In市立総合病院放射線診断技術科望）1他裕
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昨年度、当院での肝臓を対象とした検査383件

<SSFSE>

のうち286件（74.7%）がGd‑EOB‑DTPA、41件

SSFSE(SingleShotFastSpinEcho)法は、

(10.7%）が細胞外液性造影剤であるガドブトロー

FSE法においてechospaceを短くし、ハーブフー

ルを用いた造影検査であった。当院におけるこれ

リエ再構成を用いることで強いT2強調画像を取

らの造影検査についてポイントとなる点を紹介す

得する。当院では1スライス1秒の息止めとなる

る。

よう設定している。蕊胞性病変と充実性病変との
コントラストが良好で、主に蕊胞と血管腫の鑑別
災
に有用である。 （図2）肝血管腫ガイドラインに

【Gd‑EOB‑DTPAの検査について】
肝特異性造影剤であるGd‑EOB‑DTPA(以下

おいて推奨グレードAに位置付けられている。

EOB)は、投与直後では血管内腔から細胞外液
腔への分布を示し、血流評価が可能である。また、
徐々に正常肝細胞への取り込みが進むことで、肝

細胞機能評価も可能である。一度の検査で血流評

[3
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価と肝細胞機能評価を同時に行うことができる点
が大きなメリットとされている。

ｊ■Ⅱ

へ"3 分

‑函

15分〜
5分

Ｆ Ｌ 巳

造影剤注入

↓■

剛
畷ヨ
圃剛函一十鰯一・
Ⅱ

血 管腫
◆
◆ 3planloc
p lan

◆ DYN ｴ
●

K

Tm b
Tmbo◆T2FS虹
◆ T2 S

図2

Camb Ⅱ趣匝
◆Caubraticn

◆DW1

ワ
SF S
◆T2SSWE

elas 91 h y
◆ MRIastOgrap

ー

ｒｌ

◆

・皿・皿

◆

◆ (3 ， 皿CP
◆(3D皿pP)

ｍ錘

TnFAT‐ Q
◆江肥ALIQ

Ｉ６
１
５
１
１

T2 S 虹 sSFSE
S FS
◆T2FSm"

L紙砥

SSFSE

また、脂肪抑制を併用したSSFSEでの搬像も

している。こちらはLongTE(150msec)に設定

◆L"F1"

5 、
麺 "130
3 0 35m

◆I"mrbO
b
◆

することで腫携鑑別のグレーゾーンが狭まること
や、脂肪抑制により水成分の視認性が高まること

図1

EOB造影ルーチン

をI l的としている。

当院におけるEOBを用いた造影検査プロトコ

<IDEAL‑IQ>

叉
ルを図1に示した。造影剤注入前の撮像シーケン

IDEAL‑IQは6pointDIXON法を使用し、水画

スは基本的にすべて息止めで撮像し、造影剤注入

像、脂肪画像､血Phase､Outofphase､Fatfraction

から約15分後以降を目安に肝細胞造影相を撮像し

map、R2omapを再榊成することができる。Fatfraction

ている。

mapからは脂肪含有率(PDFF)、R2"mapから
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は肝臓への鉄沈着の程度を定量的に評価すること

<呼吸同期撮像＞

が可能である。3D高速GRE法による撮像を行い、

T2FSATAx(2DFSE)、DWIAx(2D

一回の息止め（15〜20秒）でほぼ全肝を撮像する

EPI)はともに呼吸同期による撮像を行う。当院

ことができる。脂肪肝症例におけるFathgaction

では呼吸同期撮像において、横隔膜同期法と腹壁

mapでは、肝実質信号は正常肝に比べ明らかに高

同期法の使い分けを行っている。

信号を呈していることがわかる。実測を行うと肝
右葉においてPDFFは31.3%と顕著な脂肪沈着が

横隔膜同期法(NavigatorTriggering法）

みられる。正常肝におけるPDFFは5%以下であ

露

るとされている。 （図3）

L温一 隅
A

正常肝

脂肪肝

ペンS'ルビーム型のj、ラッカー
で槙隔膜の動きを検出
横隔膜（肝臓）で同期をかける
尋画質の向上
煙

図4横隔膜同期法
癖肝PFF:5%以下

図3正常肝と脂肪肝症例のFatfractionmap

ペンシルビーム型のトラッカーを肝臓ドーム部

に設定することで横隔膜の動きを検出し、任意に
<DYNLAVATurbo>

設定したAcceptancewindow内に横隔膜信号が

肝臓における血流評価では、動脈相、門脈相、

差し掛かった点でデータ収集を開始する方法であ

平衡相での多時相評価が最低限の推奨とされてい

る。撮像対象である肝臓で同期をかけることで腹

る。当院では、ダブルアーテリアル撮像をするこ

壁同期法に比べ画質の向上がみこまれるため、当

とで動脈相を2相撮像し、計4相撮像している。

院では第一選択として横隔膜同期法を使用してい

撮像にはLAVA(LiverAcquisitionwithVolume
Acceleration)法を用い、Smartprepを使用してい

る。しかし、患者状態などにより横隔膜同期がう
まくいかない場合がある。

る。ダブルアーテリアル撮像のメリットとして、

1つ目として患者の呼吸状態に起因する場合で

複数時相で動脈相を撮像することで腫瘍などの血

ある。呼気時にデータ収集を行うが、呼気量が不

流評価がしやすい点がある。また、EOBには投

安定な場合、撮像途中でのAcceptanceWindow

与直後に一過性の呼吸困難様症状が発現すること

変更が余儀なくされる。その場合トリガー位置が

があると報告がされており、造影剤投与直後の息

変わってしまうため同期が不十分となることがあ

止めがうまくいかなくなる方がしばしば見受けら

る。

れる。そういった際には2相目の撮像タイミング

2つ目としてナビゲーター信号の取得が困難な

に合わせ、マニュアルボイスにて息止めの合図を

場合である。主に肝臓ドーム上に胸水や脂肪など

出しなおすことも可能である。

の障害物が存在する場合がこれにあたる。また、
肝臓への強い鉄沈着が生じている場合には、肝臓

−28−

の信号が低下することで肺とのコントラス1､がつ

(ゴムのチューブ）の伸縮から、呼吸による腹壁

かず信号が取得できない場合がある。

の動きを検出し搬像する方法である。

3つ目として、ナビゲーターエコーによるアー

チファクトを紹介する。図5に示すように息止め

<MRelastography>

(BH)シーケンスではみられないが、ナビゲーター

MRelastographyでは、肝臓の硬さ（弾性率）

を使用したシーケンスにおいて、Axial画像では

の測定を行うことができる。線維化（肝硬変）の

点状、 3DMRCPなどのCoronal画像では帯状に

診断や慢性肝疾患症例の予後予測、肝癌発がんリ

低信号を呈するアーチブァクトがみられることが

スク評価が可能とされる。これらの評価を非侵襲

ある。そのため、

的に繰り返し行うことができることがMR

トラッカーの延長線上に腫瘍な

elastographyにおける大きなメリットである。
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どがある場合には信号低下に注意が必要である。
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図7肝硬変症例MRelastography画像

図5ナビゲーターエコーによるアーチファクト

測定はグレースケールの弾性率画像で行い、肝

腹壁同期法(RespiratoryTriggering法）

実質中において波画像にて比較的均一に波が伝播

している領域で測定を行う。肝左葉では心拍動な
どの影響が考えられるため、肝右葉での測定値の

信頼度がより高いとされている。正常肝における
弾性率は約2kPaとされているのに対し、図7の
…r恥竝

祗零r耐

症例では肝右葉において弾性率8.4kPaと高度な線
維化が生じていることが考えられる。

腹部に巻いたベローズで
呼吸性の腹壁の動きを検出
※必ずしも肝臓の動きと

一致しているとは限らない

<肝細胞造影相＞
肝illl胞造影相では、造形剤が正常肝細胞に取り

図6腹壁膜同期法

込まれ、Tl強洲画像において高信号に描出され
る。腫痢性病変とのコントラストがつくことで肝

横隔膜同期法でうまく撮像できない、またうま

内腫瘤の検出、鑑別に利用されている。通常、造

く撮像できないと予想される場合には腹壁での￨司

影剤投与後15〜20分程皮で正常肝細胞へ造影剤が

期により撮像を考慮する。腹部に巻いたベローズ

￨ ､分取i，込まれるとされている。当院では、造影
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剤投与から15分以降を目安に肝細胞造影相を撮像

影剤による正常肝細胞の信号変化がないため、投

している。LAVA法にてCoronal、Axi21の2断面

与から数分後でも肝実質と膿染した血管腫とのコ

で撮像し、撮像時間はともに15〜20秒程度となる

ントラストが保たれる点がメリットとなる。その

ように設定を行う。

ため微小な濃染や、造影剤投与直後では明らかで

息止めが困難な患者の場合には横隔膜同期法

(Navigatorgating法）を用いて撮像を行う。Navigator

ない遅延性の濃染が存在する場合にも検出が可能
である。

gatmg法は横隔膜同期による連続したデータ収集
を行うなかで、画像作成の際にAcceptancewindow
外のデータを排除する方法である。ただし、横隔
膜同期での撮影のため、前述したナビゲーターエ
コーによるアーチファクトがみられることがある。

【ガドブトロールの検査について】
当院では肝臓造影検査において、細胞外液性造
影剤であるガドブトロールを用いた造影検査も
行っている。
造影剤湿

ｂ
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ガドブトロール造影ルーチン

撮像プロトコルは図8に示した通りである。ガ
ドブトロールを用いる検査のほとんどは、肝血管

腫の診断を目的とした場合である。肝血管腫は11l5
広い年齢層に発症することから、被ばくを伴わな
V､MRIで検査を行うことは一つのメリットである
と考える。ガイドラインにおいて肝血管腫におけ

る確定診断の信頼性は、造影検査を含むMRIが最
も高いとされている。
細胞外液性造影剤であるガドブトロールは、造
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症例検討1
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【症例1】
歩︑ロ

症例1は71歳の女性の方です。
右乳房のしこりが気になり近医を受診し、マン

、
『

マンモグラフィーでは右乳房に局所的非対称性陰

１Ｊ

’

モグラブィーと乳房超音波検査が行われました。

1イ

影を認め、超音波検査ではほぼ境界明瞭な腫瘤が

q

n

戸▽

r

見つかり、FNAでクラス3bであったため、当院

W‑ ､.̲"r
宮

に紹介となり、精査目的で受診されました。

ジ

乳癌検診歴はなく、乳腺症歴もないですが、授
乳中の23歳頃に乳腺炎歴があります。乳癌の家族

マンモグラフィーや超音波検査ではカテゴリー

分類は良性よりと考えられましたが、精査目的で

歴はありません。

当院で行われた触診では、皮膚所見がなく、境

界はわかりにくく、可動性も悪く感じる程度で悪
性だと確信できるような所見はありませんでした。

当院ではまずマンモグラフィーと乳房超音波検

来院されたことや、腫瘤の縦横比がやや大きいた

めMRIと針生検が追加されました。
MRIのレポートでは「右乳房4時方向に1.2cm

大の腫瘤を認める。拡散強調像で高信号を示し、

査が行われました。マンモグラフイーでは右乳房

Dynamicstudyでは早期濃染している｡Timeintensity

のL領域とI領域に局所的非対称性陰影を認め、カ

curveはrapidpersistentpatternである。乳癌の

テゴリー3でした。乳房超音波検査では右乳房の

可能性が高いと思われる｡」という結果でした。

A領域2時半方向に低エコー腫瘤を認めました。

また生検では「飾状腺管を形成し、 2相性の保

サイズは9×7×6m。縦横比は0.68．形状は楕

たれた核異型度中等度のDCISの像を認める」と

円形、境界明瞭平滑、内部エコーは均質、後方エ

いう結果で、乳房腫傷切除の方針となりました。

コーは増強し、腫瘤内部には明らかな血流信号は

病理では「境界明瞭で線維性被膜に被包された

見られませんでした。エラストグラフィーではス

乳管内病変で、大部分は細い結合組織芯を有する

コア2程度でした。乳房超音波検査で右乳房腫瘤

CK5/6陰性のDCISの像だが、一部（病変の

はカテゴリー2でした。

10%程度）アポクリン化生を伴うp63陽性CK5/6
●一一

一日

窪竜̲こ誤

塁

ー

陽性の乳頭腫成分が認められる。DCISを伴う乳

一

■■︑い９

謹蜑壁
一

一

I
ー

塞
一

ー

I
方

9

4

今0

齢

躍

頭腫の所見。断端陰性｡」という結果でした。

今回の症例はマンモグラフィーや超音波所見で
は良性を思わせるものでしたが、実際には乳がん
でした。生検をしていなければ経過観察されてい
たと思われます。
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症例検討2
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45歳女性。他施設の検診エコーにて左C領域に

はトモシンセシスのみで構築の乱れが指摘できた
ので構築の乱れ疑いで、C‑3とした。

低エコー病変を指摘され当院紹介受診された。
＜マンモグラフイ画像＞

＜エコー画像＞
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左乳房2時方向に17.9×15.4×16.5mmの不整形

の腫瘤を認める。D/Wは0.9．境界は明瞭粗ぞう。
エコーレベルは低レベル。積極的に前方境界線断
裂を疑う所見は指摘できない。
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■揮亘室生空三
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マンモグラフィ2D画像では左右差はなく、エ

I
■声

コーにて指摘された箇所にも所見は指摘できな
かった。
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エラストグラフィでは低エコー部に一致した部
分が青く、硬い腫瘤である。

|i､
1
1

また、カラードプラでは、バスキュラリテイの

増加が認められ血流が豊富である。

＝

I

以上の所見から、乳房超音波診断ガイドライン

−

謹肌M】牌一一

ー

をX感・や亀■②

のカテゴリー判定より、右乳房はC1、左乳房は

しかしトモシンセシス画像では左M/O領域に

C‑4とした。

構築の乱れが指摘できた。右乳房はC‑1、左乳房
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以上の画像診断より悪性腫瘍が疑われたので病

<MRI画像＞

理診断を行われた結果、硬癌という診断となった。

今回の症例はマンモグラフイ2D画像では、
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心
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＝
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ﾛ

〃
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︽

−

小

鶴＝

はっきりとした所見がなく、 トモシンセシス画像
で榊築の乱れが存在した症例を報告した。

ザプトラ

hWI

拡散強調画像では、マンモグラフイ ・エコーで

の指摘と同一部位のC領域に高信号を認め、T1

脂肪抑制画像では出血成分は無く、サブトラ画像
で腫瘤部分が濃染されている。
●

■
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ダイナミックでは辺緑は不整、内部は不均一に

しかし、Second‑lookとしてマンモグラフィ画

像を再確認してみると、乳腺辺縁にretractionが

染まっている。

認識できる。 2D画像で僅かな異常を落とさない
＝

吋

声剖︐︲︻時ｌ角Ｉ域１割二

一一

■●ワ

●︑

押笹

謬冒一

!

為には、左右対称に撮影すること、乳腺の伸展を

画一

『

心掛けて撮影することがとても重要であると痛感
した。今回は精密検査のためトモセットで撮影し

たので病変を見落とすことはなかったが、検診で
は2Dのみの撮影が多い。デンスブレストと呼ば
I

p②■

れる不均一高濃度、極めて高濃度乳房はマンモグ
ラフイのみでは感度特異度ともに低下するので、

I

ダイナミックカーブより造影パターンはfast‑
washoutである。

エコーとの併用をおすすめしたくなる症例でもあっ
た。

以上の所見からBI‑RADSMRIの判定より、辺
縁は不整、Washout (+)、 リング状に染まって
いることから、左乳房はC‑5．右乳房は所見がな
かったのでC‑1とした。
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第35回乳腺画像部会研修会
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奥まで多形成の石灰化の部分が描出された。

半年後撮影されたマンモグラフイで、すでに指

マンモグラフイと超音波検査の総合判定マニュ

摘されていた石灰化の奥に、区域性に広がる多角

アルより、マンモグラフイでカテゴリー3以上の

形の石灰化を認め、当院へ紹介となった（右カテ

石灰化が認められた場合は、原則としてマンモグ

ゴリー5）

ラフィ所見を優先。ただし、超音波検査で点状エ
0

1

A0％
も

鴛

日

輌恥唖

一壷□

0

霞

＆

咽蜘一岬弱麺恥

P稗

コーを複数伴う腫瘤や低エコー域が認められた場

、｡

合は、最終カテゴリーがマンモグラフイより高く
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病理では、拡張した乳管の集ぞ<が見られ、壊

了MMG比較RPM腱0
MMGt鯉1

ツケグｆｉｑＮ

累凸△■

死型石灰化も認められた。標本上、浸潤は認めら
れなかった。病理結果より、非浸潤性乳管癌。
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｡唾l隼7月当院冊IRI

初回のマンモグラフィ

（左）は、大胸筋の入り

が今一つな印象はあるが、このMLOだけ見て、
■
ヨーｑ
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再撮影をするか、 と言われると悩ましく感じた。

低ィ
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ただ実際は、外側のブラインドエリアが多く発生

、
巳

母

■

'
四
造彰MRI

S昭

していた。

MⅣ

乳房には、可動性組織と固定組織があり、外側

乳房には、乳腺がたくさん存在している。MLO

油ZY年7月当院MRI

Ｉ

一一一

量,由

．

のポジシヨニングをするときには、これ以上乳腺

堅−

が無いと思われる身体の外まで手を入れ、しっか
り外側乳房を寄せ、寄せたところへしっかり乳房

、

支持台を当てることが重要。

蓑デ貢言菫副

マンモグラフィは、どうしても物理的なブライ

｜
DWI

涜ITか賊m5ityQrw

ンドエリアが発生してしまうが、そのブラインド

造影MRIでは、axi像でO領域、sag像でL領域
に高信号を認め、clumpedenhancementを呈する。

エリアを可能な限り少なくするように注意深くポ
ジショニングをしていく必要がある。

同部位のTimelntensityCurveでは、Fast‑Washout

マンモグラフイのブラインドエリアをしっかり

を示した。MRIでの診断は、右乳腺に非腫瘤性病

理解し、エコーの判定も含め、総合判定すること

変を認め、カテゴリー5｡

の重要さを学んだ症例であった。

2他1年9月癖擾影

型

＜
山

二

右乳房D区域の乳房部分切除術が施行された。
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〕

ワークライフバランス検討委員会

疋野奈央子
皆さん、こんにちは！今回は、今まであまりお話を聞く事がなかった『技師会役員の仕事』にス

ポットライトを当て、会長、編集理事、そしてワークライフバランス検討委員長の私が執筆いたし
ましたl未知なる役員の仕事、覗いてみましょう！
○

Ｏ

屯︒

︒

Ｄ

︒︒

︒

Ｃ︒
︒︒

︒

︒︒
︒
︒︒
︒︒
＠︒

︒

︒
︑︑
○す
︒︒

０

５卵

︒

︒

︒︒
︒︒

︒

︒即
○口
︒︒
︒︒

○

︒恥
⑥︒
ｃ○
○○

句

恥叱

○

○○

○

○○

ｏ

︒○

回︒
︒
︒︑
ｏｐ
０ｇ

ｑ

価＠

．ｏ
Ｄｇ

ｃｃ

Ｕｏ
○
．ｐ

ｏ

ｏ

Ｄｃ

Ｑ

Ｄ

ｏｏ

︒

Ｑｏ

○

Ｏ○

恥叱

︒

︒︒
︒︒

︒

︒宛
︑︒
︒︒

︒

◎︒

︒︒

︒︒

︒

︒︒

︒

︑︒

○︒

︒︒

︒

︒︒

︒

︒⑨

︒回

６

︒︒

○○

︒＠

︒

︒︒

︒︒
︒
○○

０ｇ

○

︒︒
︒
︒︑
ロ︒

ｏ

ｏ叩

６

○

ｏ︑

○ｇ

︒＠

︒︒
︒
︒︒
︒︑

Ｉ■１画

舞昌﹃

会晨のしごと

事業
原子力災害緊急時対策研修・静岡県原子力防

静岡県放射線技師会会長
山本英雄

災訓練参加など
4

ワークライフバランス検討員会の委員長より

相互扶助事業
永年勤続表彰、アール祭など

｢技師会の役員はどんな事しているかわからない

ので紹介してください」という依頼を受けたので

毎年この4つの柱の事業計画を実践するために
常任理事会、理事会を開催しています。

この原稿を沓いています。
ご存じのように技師会は、公益社団法人として

常任理事会とは、会長・副会長3名・常任理事

公益目的事業を通して県民の皆様のお役に立てる

7名で櫛成され、事業を適正に運営していくため

よう事業を推進している団体です。

に開催は年間24回（対面12回、メール12回)、毎

会長は、その団体の代表理事。副会長、常任理

月第2木曜日18時30分から技師会事務所で会議を

事は業務執行理事、会員の皆さんは社員と呼ばれ

行い、現在は会議前に食事（事務所下の弁当屋）

ています。

をとりエネルギーを補充して会議に臨んでいます
(コロナ前は出前でした)、終了時間は、21時頃に

公益目的事業には

なります。

1．セミナー等による診療放射線技術の向上発展
のための研修事業

メール会議は、第4木曜日はメール会議で行っ

学術大会・研修会・専門部会・情報提供（会

ています。

誌発行･HPの活用）など

内容は、事業計画沿った事業企画が各部会、委

2体験活動、講演、相談等の事業による放射線

員会、地区会より起案されてきますので精査し、

検査に関する知識の普及啓発事業

昇進し、その結果報告の正当性を確認しています。

ふれあい広場での活動・一般公開講演会・

また、執行部での企画（総会・秋季公開講演会・

HPでの検査説明、被ばく相談など

新春識演会・アール祭など）を立案し実行してい

3．研修、訓練等による放射線管理及び安全推進

ます。
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事務所の備品も老朽化していますので更新をし

本地域理事を拝任しており、県と同じように理事
会（5回）や付随する会議があります。全国から

たりしています。

日本診療放射線技師会からの報告事項の周知、
要望事項の検討をしています。

理事が集まりますので会場は東京の事務所で土日
開催されます。昼の会議より夜のミーティングが

長く疲れます（笑い)。最近は、オンライン会議
この常任理事会が、運営の肝となりますので会

長も含め1週間前ぐらいから報告事項、協議事項

なので楽になりました。唯一コロナに感謝できる
ことです。

の資料作りを行っています。
この常任理事会の決定事項の報告を受け、事業

の執行の決定をするのが理事会です。

もう一つ、 日放技の仕事として医療安全対策委

員会の委員長をやっています。

理事会は、会長・副会長3名・常任理事7名・

委員会会議3回・シンポジウム・他団体との会

理事5名・監事2名・事務で構成され、開催は4

議などありますが「安全の質チェックリスト」や

回（4，8， 12，

｢感染症対策ガイドライン」など多くの人の協力

2月）土曜日14時〜17時に行

われています。

により作成しました。コロナ前なのでメールで意

東中西組織理事、学術理事、企画調査理事も加

わり熱のこもった議論が展開され事業が開催され

見交換となり資料を作成する苦しみを味わいまし
た。
最近は消化管分科会担当理事になりましたので

ています。

セミナーで挨拶をさせてもらっているだけです。
以上の2つの会議には頭も使いますがそれ以外

は体を張って役員の皆さんの労をねぎらうつもり

静岡県は東西長〈交流も雌しいですが、技師会

で技師会主催である5部会研修会・委員会セミ

での活動により色々な人と知り合い情報を得るこ

ナー・原子力災害・など役員が一生懸命企画して

とができることは楽しいことかなと思っています。

くれた事業には時間が許す限り参加しようと思っ

そして日放技などで最新の情報を得ることがで

ています。参加率は80％ではないかと自負してい

き、それを他県よりはやく県内会員に伝えること

ます。

は重要なことだと思っています。

・県内の団体への参加しているのは医療事故協議
会（静岡県医師会） ・マンモグラフ講習会事務

局（静岡県疾病対策課）

技師会の役員が、どんなことをやっているかこ
れを読んでもわかりませんよね。

わかる方法が一つあります。それは、実際に中

・県外と交流中日本地域（中日本会長会議・学

に入って、経験してみることです。経験に勝るも

術大会参加)、東海4県（東海4県会長会議・

のはありません。そして経験が人を成長させてく

学術大会参加)、Brnliant7 (中日本業務改善

れます。是非、次の役員改選時には立候補してみ

推進員会)、日本診療放射線技師会（総会・会

ましょう。

長会議・学術大会参加）など

楽しみにしています｡

コロナの影響で今までは年1回でしたがオンラ
イン会議が可能となり会議回数が増えました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

そして日本診療放射線技師会（日放技）の中日
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原稿の作成だけでした。それなのに、最初からミ

常任理事・編集の仕事
■■

■■

画

地味にスゴイ1校閲ボーイ

■

スを起こしてしまいました。編集作業で起こして
はいけないミスのひとつが「名前」の間違えです。

常任理事・編集遠藤基生

発行後に山本会長から指摘され、すぐに間違えて

『○月△日に開催される「○○研修会」につい

しまった方へ謝罪をしました。また、次に発行す

て、会誌「しずおかジャーナル」に、研修会報告

るジャーナルに「おわび」を掲載しました。

と発表者学術論文を掲載したいと企画しています。

ご多忙のところ恐縮ですが、既刊誌を参考の上、

次のジャーナルからはすべて自分で担当しなけ

ジャーナル原稿の寄稿をよろしくお願いいたしま

ればなりません。全体の流れを確認するために、

す｡j

前任者がやり取りしていたメールを確認しました。

これが常任理事・編集でよく使うメールのテン

発行に向けて最初にすることは「目次（ジャー

プレートです。編集としての主な仕事は、会誌

ナルの表紙)」の作成です。目次を作成後、原稿

｢しずおかジャーナル」の発行と発送です。しか

依頼のメールを原稿担当者へ送って原稿を待ちま

し、実際に編集を担当して一番大事な仕事だと感

す。

じたのは、 メールのやりとりです。昨年1年間で

寄稿していただいた原稿を、私を含めて6名の

私が送受信したメールは約2000件、これまでの人

編集委員で手分けして校正・校閲をします。石原

生でこれほどメールのやり取りをしたことは、一

さとみさん主演の『地味にスゴイ！校閲ガール・

度もありませんでした。今回、知られざる常任理

河野悦子』というドラマで、 「校閲」という職業

事・編集の仕事について、皆様にご紹介させてい

を知った人が多いのではないのでしょうか。校

ただきます。

正・校閲とは、簡単に言えば誤字・脱字等を修正

することです。校正・校閲が終了したら印刷会社
「常任理事は大変だよ、その中でも編集が一番

へ原稿を波し、印刷会社でも校正・校閲をします。

大変らしいよ｡」というI噂を聞いたことはありま

この作業をもう一度繰り返し、最終確認を私と印

せんか？私の勤務する静岡赤十字病院は、代々？

刷会社の担当者とで行ったら、あとは製本・納品

たまたま？なのか編集を歴任しています。本来、

されるのを待つだけです。もう修正することはで

常任理事の順番が各病院にlulってきた時点では、

きません。

任理事になる技師が協議し、担当を決めているそ

うです。しかし約2年前、新型コロナウイルス感
染症の影響で集まることが出来なくなり、 【私が
常任理事をやる＝編集！ ！ 】となってしまいまし
た。ここだけの話、 「あまり忙しくない常任理事
はどれですか？」と、当院の元常任理事・編集に
聞いていたことを思い出します。

編集になって最初に発行したジャーナルは、ほ

I

wf"n
JC･URNAL

■竃麗爾
■鬘霞騒
霊I墨
屡霊I墨醍
璽■
鱈璽璽簡

I

ぼ前任者が担当していて、私が担当したのは「新
役員名簿」「新役員挨拶」「委員会・部会名簿」の
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初校正後のジャーナル表紙

■△師ｆｌ

なにを担当するかは決まっていません。新しく常

V

最後になりますが、私が常任理事・編集として
幸一

担当するジャーナルは、今号で最後になります。
本誌をお読みくださった皆様、また、本誌の発行

一

牙亨

$411'1山間M地1A食伸l聡
11時令棚2jrl2ﾉjl5 11
〃山WEB会継ｲT

【，召』

穂薊ご両

懇川人散l{)Z
内容，レクリエーショ

ンにつも･て

にあたりご協力いただいたすべての皆様に、心よ

ノ′

りお礼を申し上げます。

鷺

zm

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

閥那TIPS捲吋について

Ｅ

会慨納入状況について
傘問闘AIAM−戸､0 ，手

gWLB検討委員会って何してんの？

校正・校閲中のジャーナル

(令和2年12月15日（金）→（火）を修正）

ワークライフバランス検討委員会
疋野奈央子

ジャーナルの発行作業は年3回？ 7月末、 11月

皆さんはワークライフバランス検討委員会って

末、 3月末です。編集委員と中部地区在住の常任

ご存じですか？この記事を読んでくださっている

理事の約10名で行っています。過去に発送作業に

方は『存在は知っている』のだと思います。そう

参加したことがある方もいるかもしれませんが、

です。この連載を投稿しているのが私たちWLB

これが意外と大変です。静岡県の技師会員数は約

です。

1000名です。その他に、関連団体や都道府県技師

『ワークライフバランスjって長いので私は勝

会、賛助会員などにも発送しています。またジャー

手にWLBと表記しています。以後お見知りおき

ナルだけでなく、ポスターや抄録集などを同封す

を。

ることもあります。

発送作業を開始し、終わりかけたころに「なん

この委員会は、2016年4月より日本放射線技師

か思ったよりジャーナルが余っているな」などと

会女性活躍推進班の県支部という側面を持ちなが

感じたら最悪です。封をした封筒をもう一度開け

ら静岡県放射線技師会の委員会として発足しまし

て確認することもありました。まさに「魔の発送

た。ベテランの方はご存知かと思いますが、静岡

作業」です。もし、封が開けられた形跡があった

県放射線技師会には30年ほど前に「女性部会」が

ら「発送作業時に何かあったのだな」と思って大

ありました。当時は女性技師が少なく、職場は違

目に見てください。ジャーナルが皆様に無事に届

えども女性の情報交換の場として存在しました。

けば良しとしてください。

時代は流れ、性別や年齢に依らず、誰もが働き

やすい職場づくりに対する情報発信を担う委員会
これが常任理事・編集としての主な仕事です。

として、静岡県では「ワークライフバランス検討

｢編集が一番大変でしよ？」と、いまだに言われ

委員会」という名称で改めて委員会を発足しまし

ることがあります。しかも他の常任理事から言わ

た。ちなみに日放技の『女性活躍推進班jは昨年

れたことも…･。確かに編集としての仕事は大変

より 『業務改善委員会』と名称を変え、時代の流

ですが、それだけ大きなやりがいを感じることが

れに合わせて活動を進めています。

できます。初めて自分が手がけたジャーナルが出
来上がった時の達成感は、忘れられません。

そんな背景で発足したワークバランス検討委員
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会(WLB)の主な活動方針は、ざっくり言って

でもそのおかげで、 「WEBいいじゃん！」と

｢みんなが働きやすくなるための情報提供」です。

思ったことが3つあります。①実際の撮影室を使

『働きやすく』というと非常に抽象的ではありま

用して見せることができる②県外の方にも気軽

す。診療放射線技師の免許を持つ皆さんが、労働

に参加していただける③動画のオンデマンド配

環境や健康状態による影響が最小限となり、末永

信ができる

く働き続けられることを目標に自職場以外の状況

トがありました。オンデマンドに関しては、静岡

を知ってほしい。ということがWLBの願いです。

県放射線技師会では経験が無い事で右往左往した

実際になにをやっているかといえば･ ･ ･

という当初考えていなかったメリッ

ものの、理事の皆さんのご協力で実現できました。

◆広報活動；ジャーナル連載「突撃！隣の放射線科」

本当にありがたいことだと思っています。

◆勉強会開催：年l〜2回
◆JART業務改善委員会からの情報収集協力

また委員長の私と副委員長は、WLBの上部組織

◆イベント運営を行っています。

業務改善委員会中日本地域(通称Briliam7)の
WEB会議に出席しています。

委員会のメンバーは西部、中部、東部から各2
名プラス委員長の計7名で構成されています。

この会議は中日本地域7県の代表者が参勤Ⅱし、
日放技での取り組みや方針を受け、中日本地域で

メンバーは育児中のパパママが大半です。この

の活動（主にCCRTでのセッション）や情報収集

委員会の活動自体がメンバーの負担にならない様、

を行うものです。中日本7県の代表が一同に会し

会議の日程調整をしています。

ます。各県の動向を参考に、静岡県でも何かでき

WEBで会議ができるようになった今、メン

ないか情報交換をしてきます。各県のベテラン女

バーの意向で、会議するときは『日曜21時から1

性技師が集結する会です。かつては、持ち寄る各

時間以内」となっています。ですので、お子さん

地名産茶菓子で机を山にすることから始まり、そ

たちを寝かせてから集合します。参加者は風呂あ

れはそれは

がりでパジャマだったり・ ・ ・

WEB会議となっていますので、茶菓子はないで

みんな自由です。

お子さんが映りこんでいることも多々。気にしま

かしましい"会議でした。このご時世

すが、相変わらずみんなパワフルで圧倒されます。

せん。むしろ微笑ましい。自宅で会議にちょっと

ちなみにこの会には山本会長が地域理事を務め

出られるWEB会議は技師会の仕事をしている役

ていらっしゃるため、大きな体を小さくして同席

員にとって本当にありがたいツールです。翌日は

されています。

仕事ですので極力時短で進めるように心がけてい
ます。

CCRTin金沢もやはりWEBでの開催となってし

まいましたね。本当だったら、金沢でおいしいモ
ノ食べて・ ・ ・と思っていたのに1Briliant7のセッ

今年度は2回の勉強会を行いました。残念なが

ションがオンデマンド配信となってしまいました。

ら集合して行うこともできず、どちらもWEBで

WEBもお手軽ですが、早くまた全国で行われ

の開催となってしまいました。 7月末に行った

る学会に行ける日が来ますようにと強く願ってい

｢トランスファー」の基礎を学ぶ勉強会は、実技

ます。

ができてナンポだと考えていたのですが． ． ．

◎

こんな状態では集合での会場を貸していただく事
も難しく、やむなくZOOMということで方向転

WLB検討委員会について、ほんの少しでも
知っていただけたでしょうか？

換しての開催となりました。

学術的な部会とも違い、とても暖昧なだけに存
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在意義について賛否あるかと思います。でも、職

能団体である放射線技師会だからこそできる、情
報提供を担う使命があると思っています。

私が働き始めて20数年、その間に撮影技術も、
働き方も、教育も、時代とともに激しく変化して
います。直近のトピックスとしては、 「タスクシ

フト」がありますね。私たちの業務において話題
となってくると思います。ワークライフバランス

検討委員会も名称や形を変えながら、横のつなが
りを大切にした委員会として継続していきたいと
思います。

↑最近すべてがWEBなので、いい

カンジの写真が何もなくて。さみ
しいので『バウムクーヘンを焼く
ことにハマっていた時』の写真を。

4時間ほど掛かるので、相当暇で
ないと焼けません。そして固い。
まだまだ修行が足らないですね。

︒

回︒

︒

静岡県放射線技師会の仕事が少し見えましたでしょうか。このジャーナルがお手元に届くころには次
期メンバーでの活動準備が始まると思います。
これからも会員の皆さんの身近な団体として活動していただきたいと願っています。
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山本会長、遠藤さん、ありがとうございました。
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令和4年2月現 在

●

一

L

P

放射線セミナー

会員発表「DRLs測定の実際j
座長静岡県立静岡がんセンター

◎経過報告

画像診断科瓜倉厚志会員

2021.10.21(木) 18:30〜WEB会議
第3回幹十会(WEB会議）

開催

｢透視･CT･血管撮影のDRLs測定」

事務局「静岡県立静岡がんセンター｣発信

発表者聖隷沼津病院放射線課

参加者加14名(ZOOM使用）

和藤基樹会員

①静岡県放射線技師会報告

静岡県立静岡がんセンター

②技師長等会議の報告

画像診断科井下裕也様

③第1回放射線セミナー・胃がん検診X線搬影

国際医療福祉大学熱海病院

従事者講習会の報告及び参加依頼

放射線科小林慧会員

④第2回放射線セミナー・胃がん検診X線撮影
従事者講習会について

2021.12.11(土）

⑤地区会たよりvol.3の発行について

東部地区会たよりvol.3発行・発送

⑥次年度東部地区会幹事施設、役員の報告
⑦第60回東部地区会通常総会について

2022.1.23(日) 14:00〜17:00

令和3年度第2回放射線セミナー・胃がん検診
2021.11.06(土) 14:00〜17:00

X線撮影従事者講習会

令和3年度第1回放射線セミナー・胃がん検診

開催方法:ZOOMによるWEB開催

X線撮影従事者講習会

（静岡がんセンター発信）

開催方法:ZOOMによるWEB開催

参加人数：会員49名、非会員7名計56名

（静岡がんセンター発信）

内容：

参加人数：会員45名、非会員5名、

放射線セミナー

講師1名計51名

会員発表「DRLs測定の実際」

内容：

座長静岡県立静岡がんセンター

胃がん検診X線撮影従事者講習会

画像診断科瓜倉厚志会員

講演「胃癌の外科治療〜CTや上部消化管造影

検査は治療選択にどう影響するか〜」

｢パノラマ撮影･一般撮影･乳房撮影のDRLs測定」

講師静岡県立静岡がんセンター

発表者静岡県立静岡がんセンター

胃外科副医長古川健一朗先生

座長JCHO三島総合病院放射線科

画像診断科植平彩人様
富士市立中央病院中央放射線科

中村洋介会員
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岡田和教会員

2022.02.10(木)

静岡県立静岡がんセンター

19:00

第4回幹事会開催

画像診断科森川真衣会員

開催場所「三島商工会議所4階会議室C」

胃がん検診X線撮影従事者誰習会

参加者14名

講演「胃癌の外科治療〜CTや上部消化管造影
①静岡県放射線技師会報告

検査は治療選択にどう影響するか〜」

②第1 ． 2回放射線セミナー・胃がん検診X線

講師JCHO三島総合病院放射線科

撮影従事者誰習会の報告

中村洋介会員

③第60回東部地区会通常総会について

座長共立蒲原総合病院放射線科

④来年度東部地区会事業計画について

佐野吉彦会員

⑤来年度東部地区会役員(当番施設・交代地区
旬

I

幹事等)について

｣

2022.02.14(月）
東部地区会たよりvol.4発行・発送

◎行事予定
2022.03.上旬

第60回東部地区会通常総会
回些
●凸

●

はがきによる疑似決議承認を予定

■■側蝉
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東部地区会たよりvol.1発行
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騒蕊§
<経過報告〉
令和4年1月26日

第3回幹事会Zoomを使用してリモート開催
出席者9名
1

地区会長挨拶

2県技師会理事会報告
3．協議事項

・令和3年度第2回放射線セミナー＆胃がん検
診エックス線撮影従事者誹習会について
・地区会ニュースの発行
・地区会総会について〜書面表決とする
・その他

令和4年2月3日

地区会NEWS新春号発行・議案醤を郵送

<行事予定〉
令和4年2月
第4回幹事会
令和4年3月5日

第2回放射線セミナー及び胃がん検診エックス
線撮影従事者講習会

。第2回放射線セミナーをZoomにて開催予定
「PhinpS社MRI(Ambition，Elition)の使用経
験について」

島田市立総合医療センター
山中一仁会員

。第2回胃がん検診エックス線撮影従事者講習会
「当院の運用状況と症例報告」
静岡市立清水病院
今林教予会員

「当院の胃がん検診運用と経験症例」
JA静岡厚生連静岡厚生病院
市川慎也会員
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第3回西部地区会幹事会

鱈璽簿

日

可｡‐

時：令和3年11月22日(月）
18：00〜19； 10

◎経過報告
社会活動秋の体験プログラム2021

場

日時：令和3年10月24日（日）

内

所；聖隷浜松病院放射線技師室

参加人数： 9名
容：第44回地区会総会開催について
会費未納者の対応について

10：00〜15：00

場所：可美総合公園総合センター
方法？診療放射線技師のお仕事紹介コーナー
にて掲示物による参加

その他
第2回西部地区会勉強会シミュレーション

『診療放射線技師の仕事紹介』
資料掲示

日

時：令和3年12月1日（水) 18:00

場

所：アクトシテイコングレスセンター

『コロナ禍でがんばる診療放射線技師』

2階21会議室

写真掲示

参加人数： 3名

『診療放射線技師への応援メッセージの募集』
参加人数：約100名

内

容：勉強会当日の配置確認
ワークステーション動作確認

応援メッセージ寄稿2名

ネッl､ワーク動作確認
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第2回西部地区会勉強会
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所：アクトシティコングレスセンター
2階21会議室

参加人数:91名(WEB86名、会場5名）
演題名
『大腸CT検査を極めるために」
松愛会松田病院放射線部技師長
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(ZoomWebinar)
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岩月建磨会員

『変形胃(横胄)を工夫しながら撮影してみようj
労働者健康安全機樵浜松ろうさい病院
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第2回西部地区会誌「西部TIPS｣

1月発行
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中央放射･線部佐藤慎祐会員
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第4回西部地区会幹事会

，憲一

の｡『

侭側 ．

Ｉ

I

日

時：令和4年2月15日（火) 18:15

方

法:Teamsによるオンライン会議

参加人数： 10名
内
容；第44回地区会総会について
令和4年度事業計画について

新旧幹事引き継ぎについて
その他
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◎行事予定
第3回西部地区会勉強会

日時：令和4年3月5日(土）14:00〜
方法WEBによるライブ配信
場所：アクトシティコングレスセンター2階

22，23会議室
演題名

『バリウム検査における安全性情報』
伏見製薬株式会社名古屋営業所
平松周先生

『脳血管障害における放射線技師の役割の
重要側
浜松医科大学医学部付属病院
脳神経外科病院講師
根木宏明先生
『何が起きているか分れば心カテはもっと

楽しくなる』
浜松医科大学医学部付属病院

内科学第三講座循環器内科
診療助教茂木聡先生

西部地区会臨時幹事会

日時：令和4年3月5日(土）16:50〜
場所：アクトシテイコングレスセンター2階
22，23会議室
内容：第44回静岡県放射線技師西部地区会
総会採決

新旧役員引き継ぎ
日時：令4年3月5日(土） 17:30〜
場所：アクトシテイコングレスセンター2階
22，23会議室

第3回西部地区会誌「西部TPS」
3月発行予定
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浜岡原子力発電所内の見学ツアー
③質疑応答
R3/11/3

（公社)静岡県放射線技師会

令和3年度秋季公開諦旗会WEB

R3/10/2

中部地区第1回胃がん検診エックス線撮影従

参加者49名

事者講習会及び放射線セミナー

（会員28名・非会員6名・一般14名・識師1名）

（島田市民総合医療センター:WEB参加者34名）

①会員発表

①放射線セミナー

．「受診前に知ってほしい胃がん検診情報」

・メーカー講演

聖隷沼津病院健康診断センター

「最新型X線TVシステムSOMALVISIONG4

山崎洋和会員

．「肺がん検診について」

LXeditionのご紹介」
島津製作所

金谷彰秀様

聖隷検診サポートセンターShizlloka

・会員発表

上原晋会員

「TVシステムSONIALVISIONG4の使用経験」

．「もっと知ろう、乳がん検診」

島田市民総合医療センター

中東遠総合医療センター

加藤和幸会員

竹山有希会員

②冑がん検診エックス線撮影従事者講習会

②公開識圃

．「当院の胃がん検診の運用と課題」
静岡済生会総合病院

．「前立腺がんの検診から診断・治療まで」

樋口翔也会員

国際医療福祉大学熱海病院

．「当院の冑がん検診についてと症例報告」
清水厚生病院

副院長石井淳一郎先生

石原太一会員

R3/11/6

東部地区第1回胃がん検診エックス線撮影

R3/10/14

第13回常任理事会

従事者講習会wWEB

参加者51名

山本深澤畑高橋後藤森田堀

（会員45名・非会員5名・誰師1名）

鈴木大杉遠藤佐野

協議事項

講減

・新春講演会、アール祭の開催について

・最新の胃がん手術

･MRI部会、管理士部会からの依頼事項

「胃癌の外科治療〜CTや上部消化管造影検は

・企画申請書、報告書

治療計画にどう影響するか〜」

・その他

諦師静岡県立静岡がんセンター胃外科

R3/10/28

副医長古川健一郎先生

第14回常任理事会:WEB

座長JCHO三島総合病院放射線科

R3/10/30

中村洋介会員

原子力緊急時災害対策研修会

R3/11/11

（浜岡原子力発電所およびWEB)

第15回常任理事会

参加者：会場31名、ZOOM21名

山本深澤畑高橘後藤森田堀

①GM管取り扱いとスクリーニング

鈴木大杉遠藤佐野

②浜岡原子力発電所の概要と安全性向上対策

協議事項
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・新春講演会、アール祭の開催について

R3/12/18

神谷さんからの質問

第3回理事会

山本深澤高橋畑後藤堀鈴木大

申し込み方法、締め切りなど

杉遠藤佐野森田廣澤宿島小林

・総会、学術大会について
上半期決算報告

神谷庚瀬栗田松本

・次回理事会での協議事項の確認

報告事項

役員選出公示

・会長報告

WEB誰習会の会費徴収方法について

・副会長報告

報告事項の確認

・常任理事報告

・企画申請書、報告書

・地区選出理事報告

・その他

・常設委員会理事報告
・監事報告

R3/11/20

協議事項

第34回乳腺画像部会研修会:WEB
参加者54名

・役員改選公示について

（会員35名非会員12名県外会員7名）

・上半期決算報告
．特定資金積み立てについて

①基本のポジショニング方法の解説、実際に

・講習会等会薮積み立てについて

行われているポジショニング方法を紹介

・債権回収事業について

②画像からポジショニングの改善点を解説

・厚生労働大臣表彰推薦者について

R3/11/25

・令和4年度学術大会テーマ

第16回常任理事会:WEB

・新春公開誰演役割分担

R3/11/26

・学術大会開催方法

ジャーナルVol.31No.22021(通巻212号)発行
R3/12/9

R3/12/23

第18回常任理事会:WEB

第17回常任理事会
山本深澤畑高橘後藤森田堀

R4/1/13

第19回常任理事会

鈴木大杉遠藤佐野

山本深澤畑高橋後藤森田鈴木

協議事項

・理事会議題確認

大杉遠藤佐野

選挙管理委員会(役員改選について）

協議事項

・次年度事業計画案、予算案、会議予定

上半期決算報告
・厚生労働大臣表彰1名

・慶弔規定見直しの是非
・企画申請書、報告書

JART75周年記念式典で表彰
・憤権回収事業

・企画申請書、報告書

・その他
R4/1/15

2022新春公開講演会

・その他

静岡第一ホテル･WEB

R3/12/11

参加者158名(会場17名WEB

医療安全セミナー
参加者39名

141名）

公開誰演
「乳がん検診の現在」−無痛MRI乳がん検診
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とは一

西部：角田文哉

講師

東海大学工学部医用生体工学科
教授

HMT画像診断クリニック

←栃木県

高原太朗先且

R4/1/27

第20回常任理事会:WEB

【転出】 2名
東部：初田一稀

栃木県

西部：鎌田晃平

神奈川県

【勤務先移動】 16名
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東部：松井

｜隆之

←総合病院聖隷浜松病院

坪内秀生

【入会】 17名
甲賀病院

山下広輔

甲賀病院

伊藤綾香

甲賀病院

前田多映

聖隷健康サポートセンター

勝俣勇丞

増田一洋

静岡市立清水病院

平川哲也

静岡市立清水病院

新間将史

静岡市立静･岡病院

中込柵南

藤枝市立総合病院

岡lll奇竜二

藤枝平成記念病院

仲亀智也

鈴木悦郎

石川忠徳

中部：川口彩子

島田市立総合医療センター

←静岡県立総合病院

浜松医科大学付属病院

←自宅

森下冬香

浜松医科大学付属病院

服部剛士

山田恵李

すずかけセントラル病院

玉井洋子

磐田市立総合病院

赤堀令一

磐田市立総合病院

林

JA静岡厚生連遠州病院

大河原章兵草薙整形外科リウマチｸﾘﾆｯｸ

静岡済生会総合病院

←甲賀病院

柴田奈美

静岡県予防医学協会西部検査所

←浜松医療センター

西部：松￨嶋真弓

浜松医療センター

聖隷予防検診センター

←総合病院聖隷浜松病院

【再入会】 2名

大場繁雄
静岡県立総合病院

自宅

←国府台整形外科

浜松医科大学付属病院

遠藤嘉泰

【転入1 3名

聖隷浜松病院

←袋井市立聖隷袋井市民病院
桑名眼科脳ﾈII1経クリニック

一福岡県
中部：齋藤道宏

南あたみ第一病院

一百葉の会湖山病院

福岡通大

東部：中澤淳

慈広会記念病院

←三島中央病院

浜松医科大学付属病院

西部：鈴木政則

西島病院

←国際医療福祉大学熱海病院

西部：玉木潤耶

慎治

富士小山病院

←東部病院

Shizuoka

中部：高

自宅

←桑名眼科脳神経クリニック

中部：吉田陽菜乃

渡辺恵太郎

聖隷沼津病院

←聖隷富士病院
武川彰宏

英輝

聖隷富士病院

疋野奈央子袋井市立聖隷袋井市民病院
←聖隷予防検診センター
竹田圭祐

自宅

一宮崎県

総合病院聖隷三方原病院

←聖隷予防検診センター
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【退会】 7名

11/3兵庫県放射線技師会会誌2021.11.1

Vo1.81‑@

東部：森明子
原保和

11/15大分放射線第125号October2021

和藤理沙

11/29放射野2021,No.132長崎県診療放射線技

中部：大河原章兵

師会

12/2

竹内圭純
磯垣薫

かながわ放射線だより

Vol､74No.4

Nov.2021

12/3東京放射線2021年12月号Vol.68

西部：柴田奈美
【姓変更】 1名

No.800

12/3大放技会報（大阪府診療放射線技師会）

中部：佐藤恵理子

No.341 (11月30日発行）

←岡田

12/7広島県診療放射線技師会会誌2021.12
No.56

会員総数

990名

東部

282名

12/9

中部

302名

12/13新潟県診療放射線技師会々報

西部

402名

県外

放射線やまぐち2021V01.288

第95号2021.1210

4名

12/23福岡県診療放射線技師会誌第348号

（令和4年1月22日現在）

12/27愛知県診療放射線技師会誌

Vol､33No.2 (通巻168号）
可

…
9／29

かながわ放射線だより

No.801

1／4北海道放射線技師会会報2022年1月
1/11

Vol.74No.3

1/11栃木県診療放射線技師会会誌2022

宮崎県放射線技師会会誌2021.09

No.113

1/18AART会誌秋田県診療放射線技師会

vol.109
10/4

放射線やまぐち2021Vol287

10/6

東京放射線2021年10月号Vol.68

令和4年第59号

No.798
10/7

京放技ニュース（京都府放射線技師会）
10/2021 (737号）

10/7

大放技会報（大阪府診療放射線技師会）

No.340 (9月30日発行）
10/14

岐阜県診療放射線技師会第96巻通号132号

10/29

埼玉放射線2021

11/3

富山県診療放射線技師会会報Vol.98
2022

Sep､2021
10/4

12/30東京放射線2022年1月号Vol.69

No.4

束京放射線2021年11月号Vol､68
No.799
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（2）報告事項

』

令和S年度

I .会長

第3回理事会議事録

JARTから報告事項です。

ヨ

1

L

開催日時

2．場

所

令和3年12月18日(土） 14時

の会員数31,822人。静岡県957人となっています。

技師会事務所+WEB会議

1,000人まで約50人となりました。できれば今年

3．出席者（敬称略）

度中に会員1,000人を達成したいと思います。未

加入の技師に加入の推進をお願いします。

山本英雄・深澤英史・高橋真

畑利浩

会員数報告です。毎回提示していますが、全国

・後藤修司・堀吉孝

年間の加入者数推移です。昨年度は新型コロナ

鈴木紀晶・大杉正典・遠藤基生

ウイルス感染症の影響で加入が低迷していました。

佐野祐二・森田光博・廣澤賢一

感染状況が落ち着き、現在は順調に加入者数が増

宿島久志・小林秀行・神谷正貴

加しています。

栗田仁一（監事） ・大倉善郎（選管）

続いて組織率になります。静岡県は63．

9％で

約500名、未入会技師がいるという事になります。
欠席者

2015年業務拡大に伴う統一誰習会についてです。

廣瀬和秀・松本恭徳（監事）

静岡県では約68％の受講率になっています。

JARTとしては会員の受講率100%を目指してい

和田健（顧問）

ます。その為に、あと何回の誰習会を開催しなけ

（1）山本会長挨拶

ればいけないのか検討しました。

令和3年度、第3回理事会を開催します。

1回につき30名

程の受講者で考えると、あと33回の開催で達成可

コロナウイルスの感染状況も落ち着いてきたと

能と試算しています。

思っていたところで、静岡県内でクラスターが発

性腺防誰ワーキンググループより報告です。

生。日本国内でもオミクロン株の感染が確認され

先日の学術大会において技術学会と合同でシン

ポジウムをおこないました。その中で、性腺防誰

ています。
ワクチン3回目の接種が医療従事者から始まり、
既に接種されたかたもいると思います。

について取り上げられました。従来であれば、小
児股関節撮影の際は性腺防誰をして撮影をしてい

感染状況を見ながら、色々な工夫をして事業展

ましたが、最近では機器性能が良くなり、被ばく

開をしています。今年度はもとより来年度も事業

線量も最小限に抑える事ができるようになったた

計画を立てていかなくてはいけません。

め、防護の位置不良による再撮の事を考えると防

来年度は役員改選もあるため、本日の理事会に

護の必要はないのではないかと談論されています。

は選挙管理委員の大倉委員長がみえています。後

性腺防護について今後どのように対応していく

ほど協議事項で役員選出について協議をしていき

か、放射線技師関連4団体櫛成される放射線4団

ます。

体連絡協議会へ内容を報告・相談しAllJapanで

定款34条に基づき、理事会の議長は会長が務め

るという事になっていますので、私が務めさせて

学術大会についてです。現在、放射線技師会は
秋に学術大会、技術学会も秋に秋季学会として開

いただきます。

議事録は、36条で議長が指名となっています｡
総務庶務・森田理事お願いします。

検討していく事になりました。

催されています。これを合同で開催しようという
事で協議してきました。現在、 2024年度大会を合

同開催する事で合意し、計画を進めています。
第1回の会場は『沖純県』が予定されています。
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当初、愛知県名古屋市の国際会議場を予定してい

ました。

ましたが、改修工事のため使用できないため、協

各県でも先行予約システムがスムーズに稼働し
ておらず、最初に開催を決めた富山県では先行予

議の結果決定されたそうです。

学術大会も毎回合同開催するか隔年開催にして
いくのか協議の対象になっています。

約期間でも統一講習会未受講者が申込み可能とい
う事態が発生しました。大きな問題にはなってい

大会長については交互にやる事になっています。

ませんが、今後このような事が無いようJARTで

告示研修についてです。

システムの調整をしています。
講習会は開催日をできるだけ早い時期に決定し、

告示研修の修了証としてラジエーションハウス

とコラボレーションしたバッジを作成中です。修

申し込み期日に余裕ができるよう調整し案内を出

了者には証としてバッジが送付されます。楽しみ

していきたいと思います。

中日本放射線技師会からの報告です。

にしていてください。
告示研修の実技研修を開催するためのファシリ

11月、CCRT学術大会が開催されました。登録

テーター研修ですが、各地域で順次開催されてい

者数402名。内訳は会員307名、非会員9名、学生

ます。中日本地域が全国に先駆けて開催されてい

16名。静岡県から39名の登録がありました。

ます。研修開催にあたり、JARTスタッフだけで

WEB開催という事で、中部地域外から13名の登

は足りないため、修了したファシリテーターは各

録がありました。

地域の研修にも応援に行っています。静岡県から

令和4年度CCRT学術大会は、愛知県で11月

も九州地域に派遣が予定されています。本日も、

5 ． 6日、 『ウインク愛知』。WEBとハイブリッ

北海道、南関東地域で開催されており、これから

ド開催にすると経費が1.5倍ほど上がるため会場

九州、中四国地域で開催されていきます。

開催のみで計画中。

中村JART業務執行理事より報告がありました。

告示研修（実技）は、ファシリテーター研修が
終了した地域から開催が予定されています。

学術大会は今回、受付を設置しなかったため正

11月30日現在、基礎講習申込者15,926名。基礎

確な人数は把握できませんが、来場者は一日あた

講習終了者が8,056名となっています。基礎講習

り約500名。4日間延べ来場者数は約2,000名。大

を修了しなければ実技講習の申し込みはできません。

会で行われた国際学会はWEBで開催しました。

静岡県で2月12･ 13日に実技講習が開催されます。
申し込み案内で皆様にはご迷惑をお掛けしてお

会費未納者に対して業者に依頼して回収する方

法を考えていくと報告がありました。

ります。研修申し込みは1日で予約枠が埋まって

この件については後ほど協議事項で説明します。

しまいました。

CCRT共催ポスター掲載名称についてですが、

実技研修はこれからも開催をしていきます。是

非、受講をしていただきたいと思います。

今まで、CCRT学術大会ポスターには各県技師会

の名称を掲載していますが、技術学会より7技師

案内が遅れてしまったのは、実技研修予約の際

会の名称を掲載するスペースを有効活用するため

に、統一講習会受講者は予約開始日の1週間前か

に「中日本地域診療放射線技師会」として掲救を

ら申し込みが可能という仕組みになっていますが、

提案されました。

JARTのシステムに不具合が発生しました。

JARTとして中日本地域という区分での活動は

静岡県では12月18日より受付開始としたことで、

ありますが、地域技師会としては存在していませ

先行申し込みが12月11日からという事になりまし

ん。現在、地域技師会として組織し、活動してい

た。期日が迫っていた事もあり、技師会として会

るのは、東北地域、九州地域があります。

員の皆様にいち早くお知らせするため、各地区組

中日本地域でも将来的には地域技師会として活

織理事に各施設への告示研修案内をFAX依頼し

動をしていきたいと考えている事から、準備段￨階
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として『中日本地域診療放射線技師会』の名称を

なります。年間で土日を3回利用しての開催とい

使用していく事になりました。

う事になります。

これから、会則（規約）を作成していきます。

従来開催されていた会長会議等を中日本地域診
療放射線技師会の活動として組織を整備していく
事になります。

委員長の考えでは東部・中部・西部地区で1開
催ずつを予定し、年間600名弱の受識者が可能と
想定しています。

私としては土日を5回利用して10回開催できる

次回のポスターには『中日本地域診療放射線技
師会』の名称が掲載されます。

ように希望を伝えています。
開催日程・会場の確保の問題もあるので、曽我

静岡県は診療放射線技師会という名称ではない

委員長と検討していきます。
共同事業として来年度、東海4県放射線技師学

のですが、特に問題にはならないと思います。

今後、静岡県放射線技師会の名称変更も検討し
ていく事になるかと思います。定款の改定が必要

術大会が静岡県担当になります。 2月頃の開催に
なりますので、会場の確保を進めていきます。

なため、定款の改定が必要な時に合わせて検討し
ていく事になると思います。

Ⅱ、副会長報告

情報交換の中で、ファシリテーター研修開催時
の問題点について議論されました。

東部深澤副会長

12月11日、医療安全セミナーが開催されました。

一番大きな問題として、ごみ問題があります。
注射針や清潔区域トレーニングによるごみなど

参加者は39名。一般参加者が5名でした。
次回常任理事会に企画報告書を提出予定です。

かなり大量のゴミが排出されるようです。ごみの

静岡県原子力災害時防災訓練及び原子力緊急時

廃棄については各県で対応するようにJARTから

災害連絡網を利用した緊急時災害情報連絡訓練が

要請されています。

1月28日に実施されます。

会場となる施設で処理をお願いしたい。不可能

12月6日、第1回調整会議が開催されました。

であれば、JARTで費用を負担して対応するそう

防災訓練に必要な協力員派遣依頼文を施設長・

です。

職場長宛で、連絡訓練協力の依頼文を職場長・管

研修に際して、事前に必要なファントムや消耗
品が段ボールに20箱ほど送られてきます。それを

理士部会宛てに作成しました。
公文書として発番・発行をお願いします。

会場まで用意する作業もあります。教育委員の曽
我委員長と相談して準備を進めていきます。

中部畑副会長

女性活躍推進委員会が業務改善推進委員会と改

報告事項はありません。

称され、来年度から組織が変更されると報告があ
りました。

西部高橘副会長

中日本地域教育委員会からです。

部会から報告があります。

各月の基礎講習および告示研修、統一講習会の

10月30日アンギオ部会、 11月20日乳腺画像部会、

実績と予定の報告がありました。

12月8日MRI部会で研修会が開催されました。

静岡県では今年度、乳房撮影の基礎講習が開催

できなかった為、来年度も乳房撮影について基礎
講習が開催される予定となっています。

MRI部会ではWEB開催で300名程と多数の参加
者がいました。
11月20日乳腺画像部会の報告誉が提出されてい

曽我委員長より告示研修は6回の開催を希望す
ると報告を受けています。

ます。後ほど決議をお願いします。
昨日、東海4県会長会議に出席しました。三重

6回というのは土日で開催して2回という事に

県で開催される学術大会について簡単ですが説明
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の承認をお願いします。

します。

令和4年2月6日（日） 13時から16時。アミン
株式会社のWEBシステムを利用して開催する事
が決まっています。会識は会員無料。非会員

山本会長

新入会・再入会・転入申請24名について承認の
採決を採ります。

2,000円となっています。

循環器領域画像診断に迫るという内容で各県か
らの発表になります。静岡県はCT領域を依頼さ

･新入会

れました。15分程の発表。これをもとに4県で各

反対

再入会・転入申請について
0

保留： 0

賛成：15
（全会一致承認）

モダリティーごとの強み、弱みを討論していく形
式をとります。

来年度は先ほど会長報告にもあったように静岡

庶務会員管理鈴木理事

県が担当になります。学術大会開催に向けて検討

県のみ会員を含めて会費2年未納者リストを作
成しました。

していきます。

会費未納者についてJARTから令和3年度中に
Ⅲ、常任理事報告

会員自宅に除籍通知が送付されます。未納会識再

総務後藤理覗

請求により最終納入期限は令和4年1月31日とな

11月末より賛助会員会劉、会誌広告料、抄録集

ります。

広告料の未納団体に再請求をおこないました。

静岡県に2年未納者が14名います。東部3名、

1社連絡が取れていない企業があります。年末
までに確認し再請求を行います。

中部4名、西部6名、県外1名です。県のみ会員
は2年未納者が西部で2名います。こちらはJART

12月17日、年賀状を135通投函しました。

からハガキが通知されません。

総務・後藤理事から会費納入の連絡をしてもら

9月から新春公開講演会の準備を進めています。

12月19日会場において12時より運営リハーサルを

います。

その他、JARTのみ2年未納者がいます。この

行います。関係理事・役員の皆様よろしくお願い

方は、70歳に達する会員で静放技会費を免除され

します。
1月より、県のみ会員会劉未納者のリストを会

ている方です。
現在の静岡県放射線技師会会員数、989名。東

員管理・鈴木理事と情報共有し、会費請求を行い

部284名、中部300名、西部401名、県外4名です。

ます。

会費は10月納入分までで未納者96名です。 1年

未納者リストを後日、各副会長へメールします。

総務庶務森田理恥

引き続き会費納入の呼びかけをお願いします。

服告事項ありません。

庶務一般堀理邪

山本会長

胃がん検診X線撮影従事者識習会が西部地区で
本日開催されています。各地区でも開催をお願い

今年度は例年に比べ、会劉納入率が良くなって
います。特に西部が良くなっています。

します。

引き続き会費納入率100％目指していきましょう。

会員動静です。令和3年8月12日から令和3年
12月8日まで。

会計大杉理事

新入会17名・再入会3名・転入4名以上24名に
ついて、定款第3章第6条に基づき、本理事会で

昨年度、GMサーベイメータ購入資金として資
産轄備積立金を積み立てました。

−54−

購入機種を日立GMサーベイメータTGS.
1146アルミケース付きとし、 3社から見積もり
を取りました。

情報管理委員会の方からの報告です。

静岡県放射線技師会事務局のメールアドレスを
変更しました。現在は移行期間として新しいアド

・コーヨーメディカル¥387,530

レスと今までのアドレスを併用し業務を行ってい

・千代田テクノル

¥405,750

ます。移行期間として、 12月1日から1月31日の

・協和医科機器

￥420,200

2ヶ月としています。ご承知おきください。

聯入価格が一番低いコーヨーメディカルに注文
しました。

Zoomの設定変更に関してですが、設定を変更
したい場合は企画・会議開催申請時に用途を含め

サーベイメータは1月中旬頃納入予定です。納
入次第、資産設備積立金より支払います。

て申請。常任理事会等で承認を得て変更作業を行
う流れになります。

原則、情報管理委員長が設定に変更を行います。
山本会長

先日、Zoomで「ブレイクアウトルーム」とい

GMサーベイメータは会員への貸し出し対.象機

う機能があり使用できるよう設定をしました。

器になります。

施設で必要な時は技師会のサーベイメータを活
用してください。

Ⅳ地区選出理事

東部組織理事廣澤理事
令和3年9月上旬、東部地区会たよりVol.

編集遠藤理剖I

2

発行・発送。 9月24日金曜日、東部地区会技師長

経過報告です。

等会談ということで近隣の技師長達とZoomを使

11月26日金11濯日、Vol. 31N022021通巻212

用して会議を行いました。来年度地区会の事務局
及び東部地区新役員の選出についてなど来年度の

号のJURNALを1082部発行しました。

次号Vol.31M3.2022通巻213号発行に向け
て今後の予定です。

役員について話し合いをしました。
10月21日木曜日、東部地区第3回の幹事会を開

2月15日火ll罷日を原稿期限とし、 2月22日火曜

催しました。深澤副会長より県技師会からの報告、

日に編集委員会初校。 3月8日火曜日に二校。3

東部地区会技師長等会議の報告、令和3年度第1

月25日に発行を予定しています。

世I放射線セミナー・冑がん検診X線撮影従事者識

次号JARNALの原稿寄稿を随時依頼していき
ます。期日までに原稿の作成をお願いします。

習会の報告、地区会たよりVol.

3についての報

告等がありました。

会告は令和4年4月から7月までに開催される
事業について掲赦が必要です。

11月6日土曜日、東部地区会第1回放射線セミ

ナー・胃がん検診X線撮影従事者識習会をWEB

次年度事業計画案の作成前につき会告の掲載は
増減します。ご了承ください。

で開催しました。参加者は会員45名、非会員5名、
識師1名の計51名です。胃がん検診X線撮影従事
者誹習会は静岡がんセンター胃外科副医長・古川

広報佐野理事

先生に胃癌の外科治療についての講演。放射線セ

新春公開誹演会の後援申請を11月19日、静岡県

と静岡新聞社へ提出しました。
講演許可を静岡県から11月30日、静岡新聞社か
ら12月3日に承認を頂きました。

いて会員発表がありました。

12月上旬、東部地区会たよりVol.

新春公￨淵諦旗会のチラシを500部作成し、県に
100部送付しました。

ミナーはDRLs測定の実際というテーマで透視・

CT･血管撮影の測定の実際と測定時のコツにつ

発送をしました。
今後の行事予定です。
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3の発行・

令和4年1月23日日曜日、第2回放射線セミ
ナー・胃がん検診X線従事者講習会を開催します。
2月10日木曜日、第4回幹事会をWEBではな
く、対面式で話合いをしたいと思っていますので、

商工会議所の会議室を確保しました。
2月中旬、地区会たよりVol.

JARNALに掲載されています。

11月22日、第3回西部地区会幹事会、 11月22日
聖隷浜松病院で開催しました。 3月の総会につい
て、会費未納者の対応について話をしました。
12月1日、本日開催されている勉強会シミュ

4の発行・発送

を予定しています。その際、 3月上旬に開催され
る通常総会の資料・採決ハガキも添付し、総会は

レーションを行いました。

今後の予定ですが、本日勉強会を開催。 1月に
会報誌西部TIPSを発行予定。

第4回西部地区会幹事会を2月にWEBで予定

ハガキによる決議を予定しています。

しています。総会、次期役員引継ぎについて話を
する予定です。

中部組織理事宿島理事

3月5日、西部地区会総会を開催予定。可能で

10月1日、第2回幹事会を開催しました。
10月2日、第1回胄がん検診X線撮影従事者識

習会・放射線セミナーを開催しました。放射線セ
ミナーはメーカー講演として最新型X線システム

の紹介。また、 2施設から使用経験について会員

あればハイブリッド開催を予定し、会場はプレス
タワーを確保しています。

採決については、昨年度同様にハガキで採決を
採ります。
総会と同日に勉強会を開催。その際、可能であ

発表してもらいました。
今後の行事予定です。

れば新旧役員の引継ぎを予定しています。その後、

1月、地区会ニュース新春号の発行。総会資料

西部TIPSを発行予定です。

を合わせて発送します。

2月に幹事会を開催予定。

V.常設委員会理事報告

3月5日、第2回放射線セミナー・胃がん検診

学術神谷理事

X線撮影従事者講習会、並びに総会を開催予定で
す。会場を確保し、対面式を予定していますが、

前回の理事会以降、委員会は開催されていませ
ん。

新春公開講演会、学術大会の公開講演、ラン

状況によりWEB開催になる事もあります。

チョンセミナー等の内容を決めるためにフォーム
スを用いてアンケートを取り、それぞれの内容を

西部組織理事小林理事
9月18日、第1回西部地区会勉強会を開催しま

決定しました。

した。参加者137名。会員80名、非会員57名でし

詳細は協議事項で報告します。

た。

9月22日、第2回幹事会をWEBで開催しまし

企画調査職瀬理事

た。今年度の行事の確認、会員会費の報告、会員

廣瀬理事欠席のため深澤副会長より報告。

管理からの報告、次期役員について打ち合わせを

報告事項はありません。

しました。

学術大会の大会テーマについて後ほど協議をお

社会活動ということで10月24日、 『可美公園秋

願いします。

の体験プログラム2021』に参加しました。診療放
射線技師の仕事紹介、コロナ禍で頑張る診療放射

Ⅵ、監事（監査報告以外）

線技師、診療放射線技師へ応援メッセージコー

栗田監事

ナーがありました。このイベントには100名ほど
の参加があり、応援メッセージについては
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特にありません。

選出規定第2条よ'ﾂ選挙管理委員会の設置につ

山本会長

静岡県のデジタルマンモグラフィー講習会が今

いて理事会の承認が必要となります。もう一点、

年も認定試験ができないという事で、医師、技師

選出規定第7条3項より理事会選出理事の定数に

それぞれを対象にした講習会を開催します。 2月

ついても理事会の承認が必要となります。

11日、 14時から16時まで技師を対象として技術諦

以上、本理事会での承認をお願いします

習会を乳腺部会、実行委員会合同で開催します。
2月18日、 19時から医師を対象とした読影識習

会を開催します。症例検討と情報提供があり技師

111本会長

選挙管理委員会の設置及び選出理事の定数につ
いてそれぞれ採決を採ります。

の参加も可能です。

理事の定数は理事会選出理事8名、地区会選出

本年度中止になったメディメッセージですが、
来年度開催を企画しています。東部で開催を予定

理事8名、監事2名。

例年通りとなっています。

しています。準備をお願いします。
本年度は浜松医科大学の小林先生が静岡市内の

今後、告示研修が本格的に開催されるようにな

高校生に医療関係の講演をし、浜松医科大学と中

ると常任理事や各部会委員長に応援を依頼する事

継して高校生と研修医を含めた医師とディスカッ

が多くなると思いますが、定数について従来通り

ションの場を設けました。

で良いでしょうか。

また、会場では内視鏡・採血・超音波等のシ
ミュレーションができるブースを設けて高校生が

意見、質問等ないようでしたら採決に入ります。

実際に体験できるようにしました。高校側からは
大変好評で来年もお願いしたいという言葉を頂き

役員選出に伴う選挙管理委員会設置承認について
反対： 0

ました。

保留： 0

賛成：15
（全会一致承認）

先日、西部地区で学校訪問して診療放射線技師

の業務内容を知ってもらう講演をしたこともあり
ます。このような内容も今後の技師会事業に取り

理事会選出理事定数

入れていきたいと思います。

(理事会選出理事： 8名、地区会選出理事8名、

日本放射線技師会でも国民にむけて正しい放射

監事2名）承認について

反対：0

線の知識を提供しましょうという事で、様々な事

保留：0

賛成：15
（全会一致承認）

業が展開されていきます。中・高生を中心に事業
展開していくのも良いと思います。
大倉委員長
（3）協議事項

承認ありがとうございます。

1 ．役員改選公示について

1月7日にホームページに掲赦予定のする告示
文（案）の内容に間違いがないか確認をお願いし

山本会長

ます。

来年度は役員改選の年になります。
役員改選について大倉選挙管理委員長から説明

選挙の届け出について、立候補届、候補推薦届

は県技師会ホームページよりダウンロードして対

をお願いします。

応をお願いします。

また、公益社団法人関係で必須の提出書類にな

選挙管理委員大倉委員長

会長からお話がありました、来年度は役員改選
の年になります。

ります、公益社団法人理事の欠格事由に関する靴
認識が必要となります。

−57−

その他、兼職届、候補者経歴書等の準備もあり

分が増加しています。

ます。ご協力お願いします。

消耗品費の減少は主に表彰記念品クオカードの

選挙管理委員会からは以上です。

代金です。昨年度51枚、今年度18枚購入している
分の差額になります。

山本会長

諸謝金はアンギオ部会とワークライフバランス

役員改選について質問等ありますか。

検討委員会の講師謝礼になります。

支払い負担金600,000円は各地区会に委託して
無いようなので、次に上半期決算報告です。
2．上半期決算報告

いる胃がん検診X線撮影従事者講習会の費用です。
管理費の給料手当の差額10万円は昨年退職した
石川様の退職手当です。

大杉理事

会議費の増加は、昨年度と比較し事務所での会

中間決算報告です。4月1日から9月31日分ま

議等が増えたため増加しています。

でになります。

旅費ですが、フレッシャーズセミナーの講師旅

貸借対照表です。現金預金が8,219,823円となっ

費等です。

ています。前年度より金額が少ないですが、各地

保険料は火災保険となりますが、こちらは昨年

区への20万円の支払い時期がコロナ禍の影響でず

度福利厚生の方に保険料が含まれていました。金

れているためです。内容的には前年度より多くな

額的には同じとなっています。

ります。

諸謝金は第9回常任理事会の講師とフレッシヤー

次に、記念講演積立金に400,000円。それから

ズセミナー講師謝金の差額です。

資産設備積立金に363,942円。こちらは先ほど報

経常費用の合計、4,588,449円で当期経常増減額

告したGMサーベイメーターの1脚入資金となりま

が3,877,015円となっています。昨年に比べ事業活

す。事務所営繕取得準備資金は324,563円増力llし

動を行っていますので事業費と管理費が増えてい

て6,784,000円。

ます。しかし、2019年度と比べ公一事業の支出が

その他固定資産の什器備品が235,183円増えて

少なくなっています。ちなみに2019年度は公一事

います。今年度、事務所PC及び会議用ミーティ

業費が110万円ほどで今年度は60万円と40万円程

ングオウルを購入したためです。

足りない状況です。後ほど報告しますが、今年度
も記念講演積立金として40万円を積み立てる事で

その他固定資産合計が17,940,070円となります。

流動負債が27,166円で、正味財産合計が
33,680,668円となっています。

公益目的事業費率が50％以上になると思います。
収支相償の方も保たれていくと思います。

次に、正味財産増減計算書になります。

流動資産の合計が昨年度より増加すると思われ

経常収益です。受取会費6,268,000円。受託収益

ます。最終的に450万円ほどになると思います。

が増加していますが昨年度デジタルマンモグラ

昨年度より公益事業活動を行っているので公益

フィー講習会の受託費が少なかったためです。雑

目的事業費を超える事は無いと思いますが、ここ

収益は昨年度、部会費の返金があった為124,974

3年で増加傾向にあるので検討が必要と思います｡

円の減少となっています。広告掲載収益ですが、
今年度は抄録集分で増加しています。2019年度と
比較すると広告収益は減少しています。経常収益

大杉理事

3．特定資金積立について

は8,465,464円になります。

特定費用準備資金の積み立てについてです。こ

経常費用になります。

ちらは理事の承認が必要となります。

事業費の旅費交通費は各部会に渡した80000円
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昨年度、周年事業費積立金40万円積み立てを

行っています。今年度もl司様に40万円を職立てを
行いたいと思います。計画期間を令和3年から令
和4年の2年間、積立限度額は80万円で算定して

社とは別に決済代行会社との契約が必須なサービ

います。

会社はいくつかあIりますが、評価がよさそうなと

スもあります。

識習会・研修会の会澱徴収業務を提供している

昨年度、計画期間を1年間としていたので一旦

ころで会識ぺイ、WorksPayそして技師会ホーム

取り崩し、今年度の40万円と合わせて新たに80万

ページを管理しているアシストデザインの3例を

円の積み立てを行いたいと思います。

挙げさせてもらいました。徴収に必要な経費は会

80万円は令和4年度に周年事業費として全額使

社によって異なります。

会費徴収業務において、会饗べイ及びWorksPay

用する事になります。

積立により、今年度の公益目的事業費が今年度

では管理担当者に請求業務から振り込み日確認、
入金データ等検証業務、未収金対応、技師会口座

も50％を超えると思います。

への送金等の作業が必要となります。アシストデ

以上、承認の方お願いします。

ザインと契約した場合はアシストデザインで対応
します。

山本会長

会計理事からの提案ですが、今年度も周年記念

会強決済方法は会蟹ぺイ･WorksPayはクレ

事業費として40万円積み立てて、昨年度分と合わ

ジットカード決済対応ですが、アシストデザイン

せて80万円ということになります。

はクレジットカード不可。

アシストデザインで運用開始した場合、

意見、質問等は無いですか。

PayPayの個人間送金のシステムを椛築。安価で

それでは承認をとります。

セキュリティ度が高く個人情報も担保できます。

申し込みから会敷徴収、技師会口座への送金ま

記念講演積立金について

で運用面では簡便であり、WEB誹習会の継続的

反対： 0保留：0賛成： 15
（全会一致承認）

な運営が行いやすいと思います。
本日アシストデザインより、カード決済等の決
済方法の検討依頼について回答がありました。

4講習会等会費徴収方法について

バーコード決済に関してはPayPay，aupay、

山本会長

講習会等会費徴収について佐野理事お願いしま

楽天payに加盟店手続き申請中。Linepayは

す。

PayPayと近日中に合併するので申請はしません
がPayPayはバーコードで送金可能。d払いは確

佐野理事

認中。

各部会よりWEB講習会での会費徴収をしてい

きたいという依頼があります。現在どのような方
法があるのか情報管理委員会として調査していま

銀行口座への送金について

ゆうちよ銀行、富士信用金庫、楽天銀行を振り
込み先の銀行として利用可能。
クレジットカード決済については静岡県技師会

す。現状の報告をします。
会費徴収にあたり、決済の手段としてはクレ
ジットカード、電子マネー、コンビ二等がありま

す。どのサービス会社と契約しても初期識用、月

のホームページにクレジット決済機能を組み込む

ために、決済代行会社との契約が必要となります。

コンビニ決済は契約できる業者は無いので、決
済代行会社との包括的な契約が必要。代行会社と

額費用及び手数料がかかるようです。

特定のアプリもしくはホームページで個人情報

包括的な契約を結んでしまえば主要な決済方法は

の管理も必要となります。また、サービス提供会

ほぼ網羅されますが、月額5,000円の経識が必要
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と回答をいただきました。

んでした。

以上、会費徴収について現在の状況になります。
深澤副会長
山本会長

参加費徴収専用口座を設けるのはどうでしょう。

常任理事会でも検討した内容ですが、常任理事
ではアシストデザインにお願いするのが良いので

佐野理事

はないかと意見が出ています。

例えば静放技の口座を①と②で二つ設けて、①

現在、諦習会を開催しても会費を徴収しない事
で部会運営に支障が出てきています。今までは技

を従来の口座、②を会費徴収用の口座という事で
すか。

師会からの80,000円と参加費収入で運営していま
したが、80,000円だけでは厳しいという意見をい

高橋副会長

ただいています。

会計の監査に関わってくるので確認しないとい

理事からの意見はありますか。

けないと思います。
口座をいくつも持てないと思いますが。

大杉理事

会計的には静放技の口座に一度入ってから、部

森田理事

会に送金するという事ですか。

会費徴収サービスを利用すればこれからの会費
徴収は会場型､WEB問わず事前決済になりますね。

佐野理事

そういう事になると思います。

佐野理事

会劉入金の窓口は一つにしなければいけないと
思います。

クレジット決済だと年間6,000円位。コンビニ

決済を含めた包括的な契約にすると月5,000円、
年間の60,000円の経費が必要となります。

山本会長

ただし、カード決済にした場合、全てのカード

当初、決済方法がPayPayだけであったものが、

会社で決済が可能かどうかは現時点では不明です。

他の決済方法も可能という事でアシストデザイン
にお願いする方向で進めて良いと思いますが。

高橋副会長

バーコード決済と、カード決済を用意できれば
森田理期

会員にとっては良いのではないでしょうか。

今まで、参加費収入は静放技、各部会、どこで
管理をしていましたか。

佐野理事

バーコード、カード、一部ではありますが銀行
山本会長

を含めた3種類の決済方法が用意できると思いま

各部会で管理しています。

す。

各部会の誰習会の回数、参加人数、講師費用等
違うので技師会では把握できていません。

深澤副会長

今後は一度静放技に一度入金されるので、会計
の扱いも検討し直さなければいけないですね。

カード決済の場合、各カード会社に年間6,000
円が必要になるのでは。

今まで各部会への80,000円の使い方は申請普等
で開示されますが、参加収入のところはありませ

それで、使用可・不可のカード会社が出てくる
のではないでしょうか。
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5．債権回収事業について

佐野理事

山本会長

そうかもしれないですね。

日本放射線技師会で2年間会費未納で除籍扱い
になる会員が全国に毎年約300名います。会費の

山本会長

バーコード、銀行決済は経費が掛かりません。
カード決済は費用を確認してもう一度検討しま

納入のお願いをしていますが、ほとんどが未納の
ままです。金額にして約840万円になります。

これをどうにかしなければいけないという事で、

しょう。

債権回収事業として代行業者に委託し、令和4年
4月1日から回収を委託する事が決まりました。

佐野理事

会費は日放技・各県技師会合算請求となってい

運用時期はいつからにしましょう。

るため、各都道府県技師会に債権回収についての

アンケートがきていて、債権回収を希望する場合

山本会長

は手続きが必要となります。

次年度から運用を開始したいですね。
会費徴収についてはアシストデザインに委託し、

憤権回収委託費用は成功報酬になります。回収

決済方法については最初バーコード、銀行の2種

ができたら数％の報酬を支払う事になっています。

類で行く事で進めていきましょう。

日放技・各技師会の負担割合は同じです。
債椛回収は督促状発送、催告書の発送までで、
取り立ては行いません。

神谷理事

カード決済の経費ですが、会社関係なく年間
6,000円の経費であれば決済方法に追加した方が

会員への周知については債権回収についての文
書が技師会誌、ホームページに掲載されています。

静￨洲県でもホームページに掲載して周知をして

良いと思います。

いきたいと思います。

債権回収を委託するか協議をしていかなければ

山本会長

カード決済については調査して検討しましょう。

いけませんが意見等ありますか。

コンビニ決済は年間60,000円ですね。
堀理事
一

必要な経費は成功報酬だけですか。

佐野理事

年間60,000円だと会費の設定にもよりますが、
徴収金額よりも高額になってしまうと思います。

山本会長

成功報酬のみという事になっています。

他、意見が無いようなので採決を採ります。

山本会長

会費徴収について、アシストデザインに委託し、
決済方法についてはカード・バーコード・銀行の

債権回収事業を業者に委託する事について
反対： 0保留： 0賛成；15

3種類で進めていきましょう。

（全会一致承認）

会費徴収について採決を採ります。

JARTに委託を希望する回答を提出します。
講習会等会費徴収方法について
アシストデザイン委託、カード・バーコード・

深澤剛会長

先日の常任理事会でもあったように、会員への

銀行決済での運用

周知については、各地区会からも会員に呼びかけ

反対： 0保留； 0賛成: 15
（全会一致承認）
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るとありました。

承認されたので、杉山様を推薦します。
ただし、御本人が辞退するという事もあります。

山本会長

仮に辞退された場合は改めて選出します。

各地区会からも会員への周知をお願いします。

7令和4年度学術大会テーマ
佐野理訓

山本会長

ホームページヘの掲救はいつ頃にしますか。

令和4年度学術大会テーマについてです。

山本会長

深澤剛会艮

周知するための資料、文書がそろい次第掲載し
ます。

企画調査、贋瀬理事が欠席のため私の方から報
告します。

企画委員会より、大会テーマ案を6つ上げてあ
6．厚生労働大臣表彰推薦者について

ります。この中から、令和4年度学術大会のテー

山本会長

マを決定していただきたいという事です。

日本放射線技師会が来年7月に75周年記念事業
として記念式典を行います。周年事業記念式典の

1

ウィズコロナで県民と歩む放射線技術。

際に厚生労働大臣表彰という事で、各都道府県か

2

県民に伝えよう

３４５

〜放射線技術の現在と未来を〜

ら1名推薦者を選出しています。今回も厚生労働
省から候補者の推薦依頼がありました。

70周年時は長年、表彰委員長を務めている小池
会員を推薦し表彰されました。

県民と共に歩き、未来を築く放射線技術

さらなる高みへUpDate
県民の未来を創造する

表彰推薦者を検討しなければいけません。

〜未来を切り開く放射線技術〜

表彰対象者の条件があり、年齢、診療放射線技

県民の生命をまもる医療技術

6

師関連団体役員として従事年数10年以上、または

診療放射線に関する業務の従事年数20年以上、過

lli本会長

去に叙勲等の表彰を受けたものでない事とありま
す。

皆さんどうでしょうか。出席者全員で採決をお
願いします。

前回の常任理事会において、超音波検査で活躍

l

O票

された杉山高会員を推薦候補者として選出しま

2

4票

した。

3．

6票

4．

3票

5．

2票

6

1票

他に表彰対象者の条件に該当する会員はいます
か。

いないようであれば技師会としては杉山様を推
薦したいと思います。
この件について採決を採ります。

最多は3．の6票ですが、過半数に達していな
いので、

2．

と3．で決選投票とします。

厚生労働大臣表彰推薦者について
杉山高会員を推薦

反対： 0保留： 0賛成： 15
（全会一致承認）
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2．

9票

3．

7票

以上の結果、令和4年度学術大会のテーマは

ます。

県民に伝えよう
〜放射線技術の現在と未来を〜

神谷理郡

事後報告になってしまいましたが、会告で掲載

に決定しました。

した新春公開講演会の公開講演と教育諦演の座長
8新春公開講演役割分担

を入れ替えました。公開講演を聖隷三方原病院の

111本会長

中村￨場子会員。教育講演を浜松市リハビリテー

新春公開諦淡会の役割分担等について総務・後

ション病院の永峯岳樹会員に変更しました。変更
については会長の承認を得ています。ご了承くだ

藤理事お願いします。

さい。
後藤理訓

公開識演については高橋先生に会場で識演して

最初に役割分担からです。常任理事の皆様には

いただきます。教育講演は録画になります。質疑

応答はライブで対応していただけることになって

メールで配信してあります。

大会長、山本会長。司会、高橋副会長。受付、

います。

森田理事・遠藤理事。WEB管理、佐野理事・後
藤理事。会場責任者、接待、畑副会長・深澤副会

長。会場整理、画像記録、鈴木理事。学術管理、

11 1本会長

新春公開識演についてですが、受付はいつから
ですか。

ﾈ''1谷理事にお願いします。
明日、会場でリハーサルを行います。状況に
よっては変更等あるかと思います。メール、常任
理事会等で改めて報告します。

佐野理事

本日から受付開始の予定ですが、今のところ

明日のリハーサルで、会場の配置、WEB環境
等を確認し体勢を整えて、本番を迎えたいと思い

ホームページにアップされていません。

会場への入場が先着54名となっています。当日
は役員、スタッフで15名程会場にいます。そこを

ます。

含めずに54名で良いですか。
佐野理事

商怖剛会長

明日のリハーサルに、外部からの参加をお願い

会場で準備した席数54名分で良いと思います。

します。外部からWEB環境や音響の確認を一緒
にできれば良いと思っています。

hll谷理41

新春公開講演で私と座長2名、もう一名学術委
員のスタッフを出席させて欲しいのですがどうで

高橋副会長
12時に会場入りしてから、セッティングを始め

しょうか。

ます。13時には始められると思います。
後藤理郭

必要なスタッフなので出席は大丈夫です。

佐野理事

ミーティングルームのパスコード等は会務メー
商橘副会長

ルで皆さんにお知らせします｡

参加可能であれば、 13時以降に直接ミーティン
グルームに入室してください。できるだけ多数の

新春誰演会のJARNALへの寄稿もお願いする
ﾘができますね。

常任理事に入ってもらい確認出来たら良いと思い
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山本会長

後藤理事

新春公開講演、よろしくお願いします。

会場の確保ができても、WEB環境の確認が必
要です。

9．学術大会開催方法について
山本会長

高橘副会長

次に、学術大会の開催方法です。

会場の環境等を確認してから検討が必要ですね。

神谷理事

山本会長

令和4年5月29日日曜日、浜松市プレスタワー
で開催を予定しています。

一般参加者が多いようならば是非会場に入って
聞いてもらいたいですね。

開催方法として、午前中に総会と演題数により
一部午前中に発表。昼食時にランチョンセミナー

神谷理事

を予定しています。テーマは動態画像検査という

公開講演に、一般参加者が多いのであれば検討

事でコニカの一般撮影、キヤノンメディカルの

しなければいけませんが、今後の感染状況を鑑み

CT装置を利用した呼吸器、整形領域での動態撮

て柔軟な対応が必要と思います。
常任理事会で感染状況を確認しながら開催方法

影について話が聞けると思っています。
仮の申請書を作成し、識師依頼をしています。

を決定していただきたいと思います。

特別公演は、ラジエーションハウスの医療監修
に携わった五月女先生に講演をお願いしました。

五月女先生より講演時間60分では足りないとい

ランチョンセミナーは開催する方向で準備を進
めていますが、感染状況によっては中止もあり得
る事を伝えてあります。

うことで、75分で設定しています。

あとは、集まった演題数に応じてプログラム編

山本会長

成を検討していきます。

学術大会の時には会劉徴収システムは使えます

現時点で会場への入場は80名までとなっている

か。

ので、会場とWEBの併用開催を予定しています。
入場者ですが発表者及び発表関係者1， 2名、

佐野理事

新旧役員で定員になってしまうのではないかと思
います。一般的な参加者はWEBのみになってし

新年度、新役員から稼働できるように調整しま
す。

まうと思います。
神谷理事
山本会長

参加費はどうしますか。

サテライト会場があれば、役員、スタッフはそ
こで視聴。一般の参加者優先で会場に入ってもら

山本会長

うのはどうでしょうか。

例年、徴収していますね。

徴収システムが使えないので会場参加者のみ徴
神谷理事

収という訳にもいかないですね。

公益事業比率の関係も出てくるので、会計の状

サテライト会場の用意が出来るか確認はしてい
ません。

況を見て検討していきます。
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山本会長

後藤理鄭

学術大会の後に、和田顧問の叙勲祝賀会を予定

皆様のご協力の下、議事は全て終了しました。
令和3年度、第3回理事会を終了します｡

しています。

商椛副会長
賛助会員にも出席してもらいますか。

※議長が第3回理事会の修了を宣言したので、
令和3年12月18日16時35分理事会を閉会。

後藤理事

出席していただくように案内は出します。

議事録作成森田光博

ランチョンセミナーが無ければ、そこで祝賀会
を開催する事も考えていました。

山本会長

総会当日は臨時理事会もあるので、役員の昼食

も考えなければいけません。
総会・学術大会については、随時常任理辨会で
も検討していきます。

10．その他
高橋副会長

報告書の承認をお願いします。

乳腺部会より令和3年11月20日に開催された第
34回乳腺画像部会研修会の報告書がきています。
WEBで開催｡54名の参加者。会員35名、非会

員12名、県外会員7名です。

収支報告です。予算40,000円に対して、実績
40,471円。役員交通費が予算16,000円に対して
20,840円。Wi‑Fiレンタル料金5,631円、謝礼6,000
円、役員日当8,000円という事で471円不足してい
ます。
471円は技師会からという事で良いですか。

山本会長
予算に対しての差額471円で、技師会からの

80,000円がまだ余剰金があるのでそのままで行き
ましょう。

乳腺画像部会報告書について
反対： 0

保留： 0

賛成：15
（全会一致承認）
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』

令和e年度

対面での質疑応答、情報交換で講師、受講者共に
充実した研修会でした。

第4回理事会議事録

1月22日、全国会長会議がWEBで開催されま

a

した。

1 ．開催日時

令和4年2月19日(土）

2場

技師会事務所+WEB会議

所

JART上田会長の年間目標に、各県技師会の若
手技師との情報交換を掲げています。2月1日、

3．出席者（敬称略）

静岡県で急遼行われる事になり、静岡市立静岡病

山本英雄・深澤英史・高橋真

院千葉会員と聖隷三方原病院篠田会員に参加

畑利浩

・後藤修司・鈴木紀晶

していただきました。JRAT上田会長、富田副会

大杉正典・遠藤基生・佐野祐二

長、静放技高橋副会長、私と6名で情報交換を

森田光博・陵澤賢一・宿島久志

行いました。技師会活動の事、日々の業務で困っ

小林秀行・神谷正貴・廠瀬和秀

ている事などを話しました。その中で、篠田会員

栗田仁一（監事) ・松本恭徳（監事）

から妊活についての対応に苦慮する事があるとい

大倉善郎（選管）

う事例が上げられました。周囲へ公表していない
場合があり休暇を取りにくい場合がある。制度と

欠席者

して確立されていると助かるという事がありまし

堀吉孝・和田健（顧問）

た。産休・育休、介護については制度として確立
されていますが、妊活については制度自体があり

（1）山本会長挨拶

ません。上田会長もすぐに対応し、畦元議員にそ

令和3年度第4回理事会を開催します。

の旨を伝えてくれました。また、厚生労働省の妊

コロナウイルスの感染拡大が終息せず、大変な

活に関わる最新の盗料を篠田会員へと提示してく

状況での病院業務及び技師会の会務お疲れ様です。

れました。

本日は、事務所とWEBを利用しての理事会に

なります。

JART75周年式典で厚生労働大臣表彰がありま
す。各県1名の地方枠と中央枠があり、静岡県か

庶務一般・堀理事が欠席のため委任状が提出さ

ら杉山高会員を推薦し、審査が通りました。
杉山会員は役員として技師会に携わる事は近年

れています。

定款34条に基づき、議長は会長である私が務め
させていただきます。議事録担当は36条に基づき

はありませんでしたが、技師会事業に協力してい
ただき、超音波検査の分野でご活躍されました。

議長が指名するとあります。総務庶務・森田理事
お願いします。

中央枠に私の名前があがっています。今期で役
員を退くので表彰の対象になるという事で選出さ
れました。

（2）報告事項
1 .

東海4県です。 2月6日に東海4県診療放射線

山本会長

技師学術大会が開催されました。

JART関連の報告から。

本県から静岡市立静岡病院千葉和宏会員がシ

12月26日浜松市アクトシテイ浜松で、放射線機

器管理士分科会研修会が開催されました。静岡県

ンポジストとして参加し、CTについて話をしま
した。

でJARTの事業開催は久しぶりで、28名の参加が

大会はMedinarを使ってWEBで開催され、会

ありました。久しぶりの会場型研修会という事で

員は無料◎非会員は2.000円の会費を徴収しまし
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います。

た。参加者は152名と聞いています。

大会開催にかかった費用については、東海4県
で折半する事になっていますが、徴収した会磯で

講師費用等の経費は賄えそうだと聞いています。

2019年に開催された、第12回CCRT学術大会の
奨励賞表彰を5月総会で行います。
学術奨励賞として、静岡県立こども病院佐野
恭平会員を選出しました。

詳細は後日報告します。

いままでコロナウイルス感染症の影響で表彰す

静岡県放射線技師会です。

会費未納者の債務回収委託申請書をJARTへ提

る機会を設ける事ができませんでした。

出しました。債務回収についてJARTの会誌には

既に掲載されています。静岡県でも債務回収を行
うという趣旨の文章を作成しました。ホームペー

遠藤理事

債務回収のお知らせは次号ジャーナルに掲載し
ますか。

ジヘのアップ、会員への配布を考えています。
定款では、会費2年未納で除籍になるが、会費
は納めなくてはならないという規約があります。
未納のまま退会した場合、再入会の際にトラブル

111本会長
次号ジャーナルに掲載をお願いします。

のもとになります。
2月に予定していた告示研修ですが、感染拡大

のため中止という判断をしました。本来であれば
理事会で決定をしなければいけなかったのですが、

急速な感染拡大という事で日も無かった事から、

Ⅱ副会長報告
東部深澤副会長
1月28日に予定されていた静岡県原子力防災訓

練は感染拡大のため中止となりました。

曽我教育委員長と相談し、中止という決定をしま

静岡県担当者より、 2年続けての実働訓練中止

した。今後の告示研修開催予定ですが、 6月1週

となってしまったため、年度内に研修会を計画す

に県立総合病院で予定しています。

る予定であると連絡がきております。詳細は未だ

研修時の医師講師派遣はJARTから医学放射･線

きていませんが参加する方向で考えています。

学会に連絡し、医学放射線学会を通して誹師派遣

同日、原子力災害時連絡網訓練を行いました会

してくれることになりました。従来は各県に任さ

長から11 :00発信。東部12:45、中部12:00、西

れて、困難な場合は医学放射線学会を通して講師

部12：55、管理士部会東部11 :20、管理士部会中

が派遣されていました。今後は医学放射線学会か

部15:44、管理士部会西部11 :50で終了しました。

ら派遣される事になります。看謹の識師は従来通

この件に関して、案内文の通知に不手際があり
ました。各地区会長に対応していただき無事に訓

り各県で依頼をします。

2月11日、静岡県マンモグラフイ誹習会が乳腺
部会と合同でWEB開催されました。約100名の参

練を実施する事ができました。各地区会長のご支
援ありがとうございました。

3月に開催予定の三会合同会議で訓練について

加がありました。
3月3日静岡県医療事故調査支援団体連絡協議

次の事を協議していきたいと思います。
1.浜岡原発災害時は東中の支援が重要となるが、

会・研修会に参加予定です。
医師会を中心として、各種団体が加盟しており、
医療事故があった際に支援をしていく団体です。

3月12日、静岡医療科学専門大学校卒業証書授
与式で祝辞を依頼されています。参加を予定して

原子力災害緊急時対策研修会を含め西部地区の参
加者が少ないとの指摘を受けました。原子力防災
訓練参加者を含め検討します。
2.連絡網訓練において、今回管理士部会・中部
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で連絡が繋がらず、時間がかかってしまいました。

ます°

有事の際はつながらない恐れもあり、その際の対

応を検討していきたいと思います。

参加者95名。静放技会員48名、県内非会員20名、

県外会員16名、県外非会員9名、県外検査技師1

2月26日、ワークライフバランス委員会の勉強
会がZoomを使用して開催されます。

名、県内医師1名です。報告書が提出されていま

すので後ほど協議の程お願いします。
MRI部会3月12日(土)、 14時からZoomで開催

中部畑副会長

を予定しています。

来年度開催を予定している周年記念式典の会場

アンギオ部会より報告がきています。

ですが、ホテルアソシア静岡に問い合わせたとこ

次回アンギオ部会の研修会を4月中に開催すべ

ろ、 1月は予約で埋まっていて確保が難しい状況

<準備をしていましたが、新型コロナウイルスの

です。

まん延により外出制限などがあり、会員発表や教

同格のホテルの紹介を依頼し、静岡駅南側のグ
ランヒルズ静岡を紹介されました。

育講演を引き受けてくださる方が見つかりません
でした。役員で演者を出して開催できないものか

会場の予約状況を確認したところ、 1月14日に
空きがあり仮予約しました。

と模索しておりましたが、職場でコロナ感染者が
発生していたり、外出制限がかかっていたりで

1月21日は大安吉日という事で、結婚式等で会

中々話が進みませんでした。

つきましては、今年度の研修会は、すでに開催

場の確保は難しいと思います。開催日も決定では

ないので1月28日にする事も可能かと思います。
13：00から4時間程度、80名〜100名位、式典
と会食を予定している事を伝えてあります。

した1回のみとし、残った補助金につきましては
県に返還するということで役員同士で話し合い決
定しました。

日程に余裕があるので、他会場で良い条件のと
ころがあるようならばご連絡ください。

他部会がコロナ禍で研修会を予定している中で、

アンギオ部会としても何とか開催できないものか
と考え講師を探してみましたが、やはりコロナで

山本会長

どうなるかわからない状況ですと交渉も難しく、

新春公開講演会、アール祭と同日開催したいで
すね。

県内の病院でも多数クラスターが発生してしまっ
ている現状を考えれば中止も妥当ではないかとい

他で同等規模の開催可能な会場が確保できるか

う考えに至りました。

検討しましょう。

以上、アンギオ部会からの報告です。

西部商橘副会長

Ⅲ常任理事報告

部会報告になります。

総務後藤理事

管理士部会1月22日(土）第46回放射線技師の
ためのセミナー開催しました。

1月15日、新春公開講演会を皆様のご協力の下

無事、開催する事ができました。

参加者62名。静放技会員52名、県外会員4名、

ありがとうございました。

非会員2名、メーカー4名です。

県のみ会員で2年間会費未納者に会費納入を促

次に、乳腺画像部会2月11日(金)、先ほど会長
からの報告にあった静岡県マンモグラフィー誰習

す電話連絡をしました。今後も会員管理・鈴木理
事と協力して進めていきます。

会の中で第35回乳腺画像部会研修会を開催してい
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5月開催の定時総会に向けて準備を進めていま

す。

なので、会員の皆様に周知していく事も必要です。
産休・育休の会費免除。夫婦で加入していると免

総務庶務森田理事

除などがあります。

報告事項等ありません。
会計大杉理訓
庶務会員管理鈴木理事

GMサーベイメーターが1月に納品されました。

会員数の報告です。

これから年一回校正が必要となります。

総会員数980名。東部283名、中部296名、西部
399名、県外2名。

編集遠藤理事

年会費未納者リスト2021年12月納入分までの資

次号ジャーナルの発送作業を3月25日18：00よ

料で、 2年未納者5名、 1年未納者42名、合計47

り技師会事務所にて行います。中部地区在住の常

名。納入率95.2％となっています。

任理事の皆様、発送作業への参加をよろしくお願

日本放射線技師会より毎月送られて来る納入県

会費1月分のリストはまだ来ていませんが、 日本

いします。参加できない方は編集理事までメール
を下さい。

放射線技師会、新JARTISの個人会員情報を検索

発送に合わせて同封したいものがありましたら

し2022年2月15日までの未納者数を確認致しまし

お知らせ下さい。また、同封物につきましては必

た。

要部数を発送前日までに事務所にご用意下さい。

2年未納者1名。西部1名。 1年未納者30名。
東部10名、中部6名、西部14名。未納者数は合計
31名となっています。

総会議案集・学術大会予稿集、定時総会の書面
表決ハガキについてです。

原稿依頼を受けた方は原稿の準備をお願いしま

各地区の納入率は東部96.5％、中部98.0％、西
部96.2％、合計96.8％です。

す。

それぞれが担当した原稿を編集理事でとりまと

日本放射線技師会より令和3年度会員資格喪失

めて議案集の形にして印刷、製本します。作成さ

者（除籍）は2月26日の理事会で承認され、 4月

れた原稿は、編集で誤字脱字等の修正はしません。

1日が除籍退会日となります。

提出の際、間違いのないようにチェックをお願い

引き続き会費納入の呼びかけをお願いします。

します。

定時総会の書面表決ハガキについてです。
山本会長

はがきは料金受取人払いを利用します。表面は

鈴木理事が一生懸命に取り組んでいるおかげで、

会費納入率が非常に高くなっています。

郵便局へ申請し、有効期限の延長、承認番号・
バーコードの発行など完了しています。

ありがとうございます。

裏面の内容については協議事項で確認をお願い

退職や勤務先の変更により手続きが上手くいか

します。

ない事もあるようです。
これは各個人が意識して手続きをしてもらう事
で解消できることもあると思います。未納者リス

山本会長

皆様、期日までに原稿の準備をしてください。

トの中に覚えのある名前があれば、各役員も会費
納入の呼びかけに協力していきましょう。

広報佐野理斗1

会費免除の制度を上手く利用できていないよう

令和3年度新春公開講液会の後援報告を2月21
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日、静岡県と静岡新聞社へ送付予定。

ナーの年間予定、参加予定人数、個々のセミナー

情報管理委員会報告からの報告です。

の料金を令和2

記念誌編集用のメールアドレスを作成しました。

を作成しました。

3年度の事業を参考にして資料

会費の中に決済手数料を含む形で計画を進めて

編集理事で使用してください。
Microsoft365のプラン変更をしました。Microso仕

います。

365AppsfbrbusinessからMicrosoft365Business

例えば、会費500円で100名参加した場合、決済

Standardになりました。今までTeamsは「Microsoft

手数料が1件につき40円。出金手数料が1回160

TeamsExploratory」という試供品を使用していた

円掛かります。従って費用として4,160円となり

ようで、試供期間が終了となるため、プランを

ます。会費の値段に関わらず手数料は同じです。

アップグレードしました。

徴収した金額から決済手数料、出金手数料を差

会費徴収システム導入について経過報告です。

し引いた額が技師会に入ってくるという流れにな

クレジット決済について、VISA、Mastercard、

ります。

JCB、AMEX、Dinersの5つに対応するという事

3．の特定商取引法に基づく表記内容をアシス
トデザインと協議し進めています。

で検討しています。

その中で、連絡先は静岡県放射線技師会事務局

バーコード決済について、加盟店手続きを申請

のアドレスとしています。

中です。

銀行口座について、郵貯銀行、楽天銀行（ネッ

セミナー料金のキャンセル、返金等についても

ト銀行）が使用可能。富士信用金庫は、ネット上

記載しなければいけないのですが、これは「代金

で即時確認ができないため、 リストから除外を考

支払い後の会員都合によるキャンセルはお申し受

えています。

けできません」を標記します。領収書は、 「明細

会費徴収におけるクレジットカード決済利用に
ついて、様々な手続きが必要となります。現在、

書をもって領収書の発行に代える」とし基本的に
は発行しないという事になりました。

2022年6月以降の運用開始を目指しています。試
山本会長

し運用時期を4月と計画し進めています。

クレジットカード決済を使用するため、決済代

セミナー等の会費徴収について検討している最
中です。

行会社と契約が必要となります。

常任理事会でも検討していますが、今まで研修

VISA、Mastercard、 JCB、AMEX，Dinersが、

個々にクレジット審査を行い、審査が通ったクレ

会等は1回1,000円の会費で開催していましたが、

ジットカードが使用可能になります。

500円で考えています。
徴収した会費を各部会の口座に振り込むことは

審査を受けるため決済代行会社に次のデータを
提出しなければなりません。
1

できないため、全て技師会の口座に振り込むとい

独自ドメインのホームページURLの提出。

う形を取ります。

既存HPのURLを提出する事で解決します。
2．商品（セミナー等含む）

・サービス料金表

今までは各部会で会費の運用等お願いをしてい
ましたが、今後はそのような事ができません。部

会費の取り扱いについてこの後予算案でも出てき

が掲載されたページのURL提出。
3特定商取引法に基づく表記が掲載されたペー

ますが、今まで部会活動の補助金として80,000円
を各部会に渡していました。来年度は100,000円

ジのURL提出。

2．を作成するため、今後行われる有料セミ

に増額します。部会活動の中で、会場饗や識師我
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用で100,000円では収まらない事が出てくると思
います。その時は申請書・報告書を常任理事会で

審議し、技師会から補填します。

話合いました。

2月14日、東部地区会たよりvol.4を発行・発送
しました。

したがって、役員の日当、交通費等技師会の規

今後の行事予定になります。

約に沿って記賊した企画申請書・報告書の提出を

3月5日、第60回東部地区会通常総会をはがき

お願いします。各企業の補助があっても構いませ

による疑似決議という事で実施します。ハガキは

ん。

地区会たよりと一緒に発送しました。

この件については、高橋副会長から各部会に説

3月中に幹事病院交代に伴う引継ぎを行う予定
です。

明して頂き検討していきます。

5月中旬に第1回幹事会開催。 6月上旬、東部
臓澤理耶

地区会たよりvol､1発行を予定しています。

地区会主催の事業でこのシステムは利用できま
すか。

中部組織理事宿烏理事

技師会からの200,000円の補助金で運営してい
ますが、各セミナー等で会費を徴収しています。

1月26日、第3回幹事会をZoomを使用して開
催しました。出席者9名。

幹事会において、 3月に開催される総会は書面
111本会長

表決とする決定をしました。

会費徴収システムを利用すると会費は全て技師
会の口座に入ります。

2月3日、地区会NEWS新春号発行。一緒に議
案書を発送しました。

利用するか各地区で検討が必要かと思います。

今後の予定ですが、 2月末に第4回幹事会を開
催します。

3月5日、第2回放射線セミナー及び胃がん検

Ⅳ．地区選出理事
東部組織理事臓澤理剖I

診エックス線撮影従事者講習会を開催します。

1月23日、第2回放射線セミナー・胃がん検診

X線撮影従事者識習会をZoomによるWEBで開催

第21m1放射線セミナーは「PhilipsZZMRI (Ambition、
Elition)の使用経験について」

しました。参加人数は会員49名、非会員7名の計

島田市立総合医療センター山中一仁会員。

56名でした。

胃がん検診エックス線撮影従事者講習会は静岡

内容は、放射線セミナー会員発表「DRLs測定

市立清水病院今林教予会員、JA静岡厚生連静

の実際｣。胃がん検診X線撮影従事者講習会は

岡厚生病院市川慎也会員に発表していただきま

JCHO三島総合病院中村洋介会員に胃がんの外科

す。

治療という事で識演していただきました。
2月10日、第4回幹事会を開催しました。今ま
ではWEB会議でしたが、最後という事で会場型

で参加者14名で開催しました。内容として、静岡
県放射線技師会報告、第1 ．2回放射線セミ

西部組織理那小林理邪

第2回西部地区会勉強会を12月18日WEBで開
催しました。

「大腸CT検査を極めるために」 ． 「変形冑（横

ナー・胃がん検診X線撮影従事者講習会の報告、

胃）を工夫しながら撮影してみよう」という内容

第60回東部地区会通常総会、来年度東部地区会事

で開催しました。参加者は91名でした。

業計画について、来年度東部地区会役員について
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1月、西部TIPSvo1.92発行。会員へ配布して

Ⅵ監事（監査報告以外）事務職員

います。

2月15日、第4回西部地区会幹事会をWEBで

松本監事

開催しました。

特にありません

今後の予定です。3月5日、第3回西部地区会
勉強会と第2回胃がん検診X線撮影従事者講習会

栗、監耶

を兼ねてWEBで開催する予定です。

お疲れ様です.特にありません。

内容は「バリウム検査における安全性情報」

｢脳血管障害における放射線技師の役割の重要性」

庶務一般堀理事

｢何が起きているか分かれば心カテはもっと楽し

欠席のため山本会長より報告

くなる」の3演題を予定しています。

勉強会終了後、第44回西部地区総会という事で

山本会長

幹事が集合し、議事に沿ってハガキ採決を行いま

会員動静について。

す。その後新旧役員の引継ぎを行う予定です。

令和3年12月9日から令和4年1月12日

新入会申請3名

3月中に西部TIPSvo1.93発行。会員へ配布し

平川哲也（中部）

ます。

渡辺恵太郎（西部）
V.常設委員会理事報告

川手政徳（西部）

再入会申請l名
高慎治（中部）

学術神谷理事

以上4名につきまして、定款第3章第6条に基

先ほど後藤理事から報告がありましたように、

1月15日、静岡第一ホテルにて新春公開講演会が

づき、本理事会での承認をお願いします。

開催されました。後藤理事、佐野理事、高橋副会
長、準備ありがとうございました。おかげさまで

山本会長

参加者は189名。WEB参加が163名で会場は26名
の参加となっております。会員としては静岡県の

新入会3名、再入会1名について承認の採決を
採ります｡

技師会員71名。他都道府県の会員で10名。ですか
ら108名が会員以外の登録になってはおりますが、

新入会・再入会について

この辺の詳細は私もわかりません。色々ありまし

反対： 0名保留： 0名賛成：15名

たが、無事に終了したことを報告させていただき

（全会一致で承認）

ます。

（3）協議事項
企画調査庇瀬理事

1. 2022年度事業計画（案）承認の件

2022年度事業計画書

3月19日、山本会長に特別誹演を依頼した静岡

県放射線技師会研修会を開催します。

公益社団法人

2月18日から申し込み開始になっている予定で
すが、ホームページの方で受付ができない状態に

静岡県放射線技師会
はじめに

なっているので確認したいと思います。

世界で初めて新型コロナウイルス感染症が確認
されてから2年がたち、いまだ終息の兆しが見え
ない中、昨年は緊急事態宣言下の中で初の無観客
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でオリンピック・パラリンピックが開催されまし

そして今年度は、本会が公益法人に移行し10年

た。意気消沈している国民に多くの感動を与えて

を迎える節目の年でもあります（法人格取得30

くれましたが、大会期間中には、第五波が日本を

年)。これまでの10年を振り返り、今後の技師会

直撃し、医療がひっ迫し危機的な状況に陥りまし

の将来像を考える年としていくために、会員参加

た。昼夜問わず、新型コロナウイルスと戦ってこ

の記念式典を開催し、記念誌の発行を企画してい

られた病院職員の皆様には心から感謝申し上げま

ます。皆様方のご理解、ご協力をお願いいたしま

す。

す。

ワクチン接種、経口薬承認など明るい兆しも見

本会は、診療放射線技師としての資質の向上と

え始めましたが、新年に入りオミクロン株の急激

職業倫理の高揚に努め、安全で質の高い医療の提

な拡大が始まり今後もCOVID‑19との戦いは避

供を行い、県民の医療に対する期待に応えていく

けられない状況になっています。

ことを目指しています。

今年度は、 2年に一・度の診療報酬改定が行われ

2022年度事業内容は、下記に示す通りです。公

る年です。改定率は、診療報酬￨全体で▲0.94％

益目的事業の更なる推進に向けて関連の職種や県

(診療報酬本体十0.43薬価等▲1.37%) となりま

民に参加を広く呼び掛けていきます。

す。重点課題として、①新型コロナウイルス感染
症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医

(事業内容）

療提供体制の榊築、②安心・安全で質の高い医療

1 ．セミナー等による診療放射線技術の向上発展
のための研修事業

実現のための医師等の働き方改革等の推進が掲げ
られています。具体的には、感染症の発生に備え

（1）講演・学術大会

て平素から体制を整備すれば報酬が加算される。

○第26回静岡県放射線技師学術大会

かかりつけ医の要件を厳しくし、紹介した医療機

2022年5月29日

関との診療情報の共有も新たに加算対象となるほ

於浜松プレスタワー17階ハイブリット形式

か、オンライン診療の報酬も拡充されるなど良質

大会テーマ

な医療を効率的に提供する体制の整備の観点が盛

「県民に伝えよう

り込まれています。

〜放射線技術の現在と未来を〜」

このような厳しい社会情勢の中、静岡県放射線

公開講演、及び日常業務の改善を含んだ会員

技師会としては、令和3年度に診療放射線技師法

研究発表会を開催し、会員・非会員が参加し

改正が施行され厚生労働省から指定された「告示

て診療放射線技師としての技術の修得と、技

研修（令和3年厚生労働省告示第273号研修)」を

術的な意見交換を図る。

県内各地で開催を予定し、多くの会員が受誰でき

地方学術大会への参加

るよう準備をしていきます。また、性腺防謹の国

○第38回日本診療放射線技師学術大会

際動向を踏まえた対応や正しい放射線の知識を国

2022年9月16日〜18日

民に伝える事業への対応していく必要があります。

於神戸コンベンションセンター
ハイブリット形式

そして、従来の事業に関しては、昨年同様に新
型コロナウイルス感染症拡大防止策を意識し、オ

大会テーマ

ンラインによる事業を展開していき、どんな状況

「タスク・シフI､／シェアに伴う業務拡大を

の変化にも対応できるよう新しい形式を引き続き

推進しよう〜革新への挑戦〜」

模索していきます。

本学術大会は、日常業務に直結した学術研究

−73−

発表の場として、また画像診断の読影補助に

マンモグラフイ撮影認定技師を対象に、デジ

関する取組みや、医療の原点である診療報酬

タルマンモグラフイの品質管理に関する講義、

改定に関する情報収集や専門部会活動などを

実習を行い、検査精度の向上を図る。

通して、放射線技術の向上と診療放射線技師

○放射線セミナーおよび胃がん検診従事者講習会

としての資質の向上を図る･

（東部・中部・西部地区開催）

○第14回中部放射線医療技術学術大会

東部・中部・西部地区の会員・非会員、そし

2022年11月5日〜6日

於ウインク愛知（愛知県）

て関連メーカーを対象に、放射線検査等に使
会場形式

用される医薬品の最新情報や胃がん検診に関

大会テーマ

する診断学、病理学など専門的な情報の習得

「実践知への探究

をI叉lる。

一放射線技術学のリテラシーー」

○業務拡大による告示研修（開催年10回）

本学術大会は、診療放射線技師・学生・工学

2022年6,7,9,11,2月

者などの最新の研究や、多岐にわたる分野の

於東部・中部・西部各地

学術研究発表等により情報交換の場として開

2021年、診療放射線技師法改正に伴い厚労省

催し、高度な放射線技術学の研鐵を深めて医

から指定された、 「令和3年厚生労働省告示

療現場に応用する。

第273号研修（告示研修)」を県内すべての診

○第62回東海四県放射線技師学術大会

療放射線技師を対象に実施する。

2023年2月11日

（3）専門部会の活動

於アクトシティ浜松コングレスセンター

○超音波、MRI，アンギオ、乳腺画像、管理士

本学術大会は、専門分野の更なる追究や、最

部会の5部会活動

新の学術的特別講演を主にして日常業務の情

それぞれの部会が年2回、専門的かつ最新の

報交換を行い、放射線技術の向上を図る。

情報を習得するための研修や、関係メーカー

（2）研修・講習事業

や医師からの診断学の講演、会員・非会員、

○放射線技師研修会

そして他職種も参加しての情報交換を行い、

2023年3月

日会場未定

医瞭機関において修得した技術の応用を図る。

会員・非会員を対象にして、診療放射線技師

（4）出版物等による情報提供

としての質的向上に関する画像診断学の修得

○静岡県放射線技師会誌

を図るo

「しずおかジャーナル（年3回)」の発行

○第11回新人教育セミナー（フレッシャーズセミ

講演内容や部会活動の報告、委員会活動報告、

ナー）

そして理事会報告を会員だけに限らず、賛助

2022年7月

日於会場未定

会員をはじめ関係団体、そして他県放射線技

新人診療放射線技師（会員・非会員）に対し

師会へ活動内容を広報する。

て、技師会定款諸規程や技師会入会案内、

○静岡県放射線技師学術大会抄録集（年1回）

エチケット・マナー講座、医療安全講座、感

の発行

染対策講座、気管支解剖誹座、胸部単純撮影

静岡県放射線技師学術大会での研究論文を、

講座などを受講させ人材の育成を図る。

会員・非会員、そして賛助会員へ情報発信し、

○デジタルマンモグラフイ識習会

その成果を共有することにより医療機関での

2022年日程・会場未定

技術学の研鐙に寄与する。
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に務める。

○ホームページによるセミナーや研修会等の情報

（2）一般公開講演

公開

会員・非会員への企画情報手段として、従来
の会告案内と併せてホームページ上での広報

○新春公開誰演会教育・公開講演開催
2023年1月14日於静岡市

会員・非会員・一般および関連メーカーを対

も充実する。

象にした、疾病予防対策や画像診断に関する
（4）周年記念事業

諦浪等について、高名な専門医から日常生

○今後、大きな節目となる時期に過去の足跡を振

活での健康管理に役立つ最新情報の習得をI叉｜

返り、その時代の高度な技術を県民に還元する内

る。

○レントゲン週間事業（秋季公開講演会）

容等の講演会や記念誌発刊等を企画していく。

2022年11月

○公益法人移行10周年記念式典
2023年1月14日

日会場未定

県民対象にがん検診啓発活動の一環として第

（静岡市）

一線でご活躍の先生をお迎えして、最新の治

○公益法人移行10周年記念誌発刊

療方法と予防対策等についての講演等を行い、
がん検診受診率向上を目指す。

2．体験活動、講演、相談等の事業による放射線

（3）インターネットの利用

検査に関する知識の普及啓発事業

○ホームページによる放射線検査の説明、相談

（1）体験活動

ホームページを利用して放射線に関する情報

○第41回静岡ふれあい広場での活動
2022年9月

公開や放射線被ばく相談等により、県民の健

日

康不安の解消に務める。

於青葉シンポルロード（静岡市）
中部地区市民を対象にした乳がん検診啓発活
動、腹部超音波無料体験や骨密度測定無料体

3研修、訓練等による放射線管理及び安全推進
事業

験、そして放射線被ばく相談等により市民の

（1）研修・講習会

健康増進と健康不安の解消に務める。

○原子力災害緊急時対策研修会

○東部地区ふれあい広場での活動
2022年11月

2022年11月

日〜日

日

於浜岡原子力発電所

於キラメッセ沼津（沼津市）
メデイメッセージに参加し、東部地区市民を

会員非会員を対象に、中部電力の協力によ

対象にしたポータブル装置体験、 3D画像体

る放射線汚染に対する被ばく測定の実地訓練

験、乳がん検診啓発活動、放射線被ばくに関

や、GMサーベイやホールポデイカウンター

する相談コーナーを設けて、市民の健康増進

等の取り扱い方の周知徹底を図り、有事に備

と健康不安の解消に務める。

える。

（2）防災訓練

○西部地区ふれあい広場での活動
2022年11月

○静岡県原子力防災実働訓練への参加

日

2023年2月

於可美総合公園（浜松市）

西部地区市民を対象にした乳がん検診啓発活

日付未定

スクリーニング会場

動、骨密度測定無料体験や放射線被ばく相談

静岡県主催の地域住民参加型の原子力防災訓

等により、市民の健康増進と健康不安の解消

練に対して、放射線汚染測定スクリーニング
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のため、診療放射線技師を県防災訓練指定地

会への補助金を80,000円から100,000円に増額しま

区等に派遣し、汚染測定の実地訓練を行う。

した。各部会において不足分を技師会で補填する

○原子力災害想定の情報伝達訓練
2023年2月

ので予算として各部会150,000円で計算しており

日付未定

ます。

会員・非会員を対象に、原子力災害を想定し
た机上情報伝達訓練を施行して、万が一に備

本年度、部会費が交通費に含まれていましたが、
来年度より支払負担金に変更をします。

える。

経常収益です。受取負担金に勉強会等参加饗

○GMサーベイメータの点検・校正

250,000円追加し、経常収益計1650,000円になりま

放射線汚染測定実地訓練のため、年1回点検

す。

及び校正を行う。

経常費用になります。会議費が周年記念事業識
用100,000円追加し393,000円。

4．会員に対する相互扶助事業

旅費交通費が告知研修分を150,000円追加、部

○表彰事業

会費を来年度から支払負担金に変更のため

2022年5月29日

400,000円減額し150,000円としてあります。

総会時20年永年勤続、35年永年勤続表彰、
松本賞、感謝表彰

続いて消耗品費。周年事業分300,000円追加し
450,000円。貸借料、周年事業分300,000円追加し

○アール祭

470,000円。諸謝金、周年事業100,000円、告示研

2023年1月14日

修分150,000円追加し合計350,000円としてありま

会員、賛助会員、非会員との情報交換の場

す。

（記念式典と兼ねる）

支払負担金部会饗を150,000円×5部会で
750,000円追加し1,950,000円としてあります。

意見、質問等無ければ決を採ります

公2事業です。旅費交通没を昨年度の実績額に
合わせ200,000円減額し400,000円としました。

2022年度事業計画（案）承認の件

公3事業は旅費交通費、昨年度の実績額に合わ

反対： 0名保留： 0名賛成；15名

せて200,000円減額し200,000円。

（全会一致で承認）

相互扶助事業費に変更はありません。
一般会計です。経常収益から。

正会員受取会費は会員数に合わせ増額し、
Ⅱ、 2022年度収支計画（案）承認の件

7,640,000円としてあります。賛助会員受取会徴

大杉理事

も会員数に合わせ減額し650,000円としてありま

令和4年度予算案になります。令和2．3年度
を参考に作成しました。

す。広告掲載収益も協賛企業数に合わせ減額し
910,000円としました。

公一事業から。令和4年度に予定されている周

経常収益計が11,171,500円。経常費用計

年記念事業費と告示研修開催時の補助人員の費用

12,127,300円となり経常増減額△955,800円となり

が増加しています。先ほど佐野理事から報告が

ます。特別費用準備資金の800,000円を周年事業

あったように来年度より、研修会等の参加費を徴

謎として使用しますので、その分を引くと△

収する予定でいます。したがって収益が増加し

155,800円となります。

ています。参加費が各部会に入らないので、各部
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会計からは以上です。

宿烏理馴

山本会長

予算の各部会への150,000円について、各部会

に渡す金額は100,000円ですが、補填分を含めて

候補者が1名変更となりました。

静岡市立清水病院常葉勇介会員が理事会選出

150,000円で計上しました。

立候補者です。

小林理酬

大倉選挙管理委員長

賛助会員会盤が減額となっているのは何か理由

今後の予定ですが、 4月下旬の公示に向けて準
備していきます。

がありますか。

増やすために関係各所に働きかけをした方が良

東部選出常任理事、西部選出常任理事の理事会
推薦届け・理事6名の署名が必要となります。

いですか。

理事会終了後、署名をよろしくお願いします。
後藤理事

前年度から賛助会員の会員数が減っています。
コロナ禍で事務所が閉鎖し連絡が取れない事や、

山本会長

理事会選出理事候補者について規約があります。

選出方法が地区会選出理事と理事会選出理事では

会社の方針で退会する企業がありました。

違います。理事会選出理事はこの理事会の場で承
認を得て正式な立候補者となります。

山本会長

賛助会員が増えるのは良い事です。会社規模は
問いませんので、声掛けをしてもらえると助かり

地区選出理事、監事の10名は地区会からの推薦
ですからこの時点で正式な立候補者となります。

ます。
術烏理馴

他、質問等無ければ採決を採ります。

候補者名簿で2名赤字の候補者がいます｡

l名

2022年度収支計画（案）承認の件

は先ほどの内規を満たしていないという事ですが、

反対： 0名保留； 0名賛成：15名

もう1名は何か問題がありますか。

（全会一致で承認）
後膝m1!"
常任理事会で候補者を選出するにあたって、施

Ⅲ、理事会選出理事候補者承認の件

設の会員数が7名以上という規約があるのではな

山本会長

理事会選出理事候補者承認の件です。

いかという話が出ました。規約等を調べたところ、

大倉選挙管理委員長お願いします。

県技師会ではそのような規約はない事が分かりま

大倉選挙管理委員長

した。

役員改選について、令和4年1月7日公示、立
候補、推薦候補届提出を令和4年2月10日（木）

各地区会で会員数による選出の条件規約が無い
ようであれば問題はありません。

午後5時締め切りとしました。
候補者、推薦者が揃い確認をしていました。そ

の中で、中部地区の候補者の1名が内規を満たし

宿烏理事
施設に在籍する会員数の条件等はありません。

ていないという事がありました。
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後藤理事

遠藤理事

それならば問題ありません。

総会は会場とWEBのハイブリッドではがきに
よる決裁が承認されたので、昨年同様決裁用のハ

山本会長

ガキを作成します。総会当日は、会場で意見・質

理事会選出理事候補者8名について採決を採り
ます。

問等を受け付けません。はがきに意見等を記入す
る欄を設けてあります。いただいた意見等は総会
で回答していきます。

理事会選出理事候補者承認の件

投函締め切り日については、議案集発送日が決

反対：0名保留： 0名賛成： 15名

まり次第決定します。

（全会一致で承認）

発送をゴールデンウイーク前にしたいのですが、
印刷・製本が昨年同様間に合わない可能性が高い

山本会長

ので、 5月2日か6日になると思います。した

今回は内規を満たさない立候補者が挙がりまし

がって締め切りは5月20日前後になると思います。

たが、本来は、独立した機関である選挙管理委員
会で立候補者の審査をして理事会で承認しなけれ

山本会長

ばいけません。

2号議案の理事・監事候補者の承認については

今回の立候補者は全員承認されました。4月に
公示。5月の総会で承認を得て理事となります。
大倉選挙管理委員長、ありがとうございました。

従来は各候補者に信任・不信任を付けますが、今
回は不信任候補者の氏名を記入するようになって
います。

Ⅳ、はがきによる書面決裁の件

他、質問等無いようなのではがきの内容につい

111本会長

て承認をとります。

はがきによる書面決裁についてです。
今回の総会は、会場とWEBでハイブリッド開

決裁ハガキの内容について

催を予定しています。会員の入場も可能です。

反対：0名保留： 0名賛成：15名

決裁ははがきによる事前決裁とします。

（全会一致で承認）

この件について承認を得たいと思います。
まずは書面決裁をする事の承認をとります。

V.総会式次第承認の件
山本会長

はがきによる書面決裁の件

総会式次第承認について後藤理事お願いします。

反対： 0名保留？ 0名賛成815名
（全会一致で承認）

後藤理事

第11回（公社）静岡県放射線技師会定時総会の
山本会長

式次第です。

総会ははがきによる決裁が承認されました。続
いてハガキの内容について協議します。

昨年と同様の流れですが、第2号議案、理事・
監事立候補者の承認が追加されています。
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部でお願いします。

山本会長
総会で表彰が幾つかあります。

永年勤続表彰20年・35年。退任される役員へ感
謝状と先ほど報告にあったCCRT表彰があります。

職澤理訓
次期常任理事の方は会場に入りますか。

会場で質問があればその場で対応したいと思い
111本会長

ます。

次期常任候補者は会場で現常任理事と同じ役割
で総会に参加となります。

総会式次第承認について

反対： 0名保留： 0名賛成： 15名
（全会一致で承認）

術島理耶
次期常任理事候補者に議長を依頼するのは問題
ないですか。

山本会長

続いて総会、学術大会についてお願いします。
山本会長

大会組織図をお願いします。

規約上問題ありません。
後藤理那
一部空柵もありますが組織図を作成しました。

illl副会長
今回、参加費は徴収しますか。

山本会健

役割は、新旧の役員が一緒に担当する形の配悩

で良いと思います。特に常任理事は新旧理事が一

商橘剛会長
徴収しません。6月から徴収システムが本格稼

緒に担当する配置でお願いします。

働する予定です。

小林理邪

l11本会長

総会の議長ですが、例年2名だったと思います。

総会当日、お昼の時間は新常任理事による臨時

昨年はWEB開催という事で1名でした。今回、

理事会が開催されます。その間は現在の常任理事

議長は何名で対応しますか。ハイブリッド開催な

で学術大会を運営します。

ので例年通り2名に戻すのか1名で行くのかどう

4月に組織図を完成させます。議長2名と新役
員の名前を入れていきます。議長の選出をお願い

でしょうか。

します。
*III谷理事、学術大会に関して何かありますか。

隣澤理事
会場の関係で役員の人数を減らすという事なら

神谷理事

ば次期の部会長にお願いしようかと思います。

参加者に関して、会場が80名までということな

それとも他に呼びかけても良いですか。

ので、入場できる方はあくまでも大会関係者、諦
師、座長、演者及び演者の関係者1名と限定をさ

小林理馴I

せていただくという事でよろしいですか。

前回は中部からの選出だったと思います。
1名という邪なら東部から。2名なら東部、中
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高橋副会長

思っています。学術大会の受付は開始30分前から

原則はその通りです。

という事で101時20分からにしております。例年、
総会が1時間かかることが無いので重なる事もな

神谷理事

いと思っていました。当日は10分遅らせて10時30

受付ですが、 9時30分開始の定時総会の会場及

分に受付開始にするのも良いかと思います。

UWebinar受付は9時から。総会は10時40分まで
の予定。学術大会の受付開始が10時20分と理解し

神谷理訓

ていますがよろしいですか。

定時総会は10時30分までとして、Webin2r受付
開始を10時30分に変更するという事でよろしいで

佐野理事

すか。

その予定時刻で良いと思います。

定時総会のWebinarと学術大会のWebinarを2

佐野理事

つ立ち上げます。参加者は事前登録制なので、受

時間が重ならない方が無難です。

付が開始していれば入室は問題ないのだと思いま

パソコンは3台準備して、総会と学術大会でパ

す。

ソコンを変えて対応していきます。
総会と大会受付の時間が重ならない様に変更を
お願いします。

臓澤理事

ログインアカウントが同じだと同時刻に違う大

会を受付できないのでは。

神谷理事

20分間の重なっている時間帯は2つ同時に受付
ができないと思います。

それでは受付時間が20分間ということになりま
す。学術大会は101時50分から第一部会員発表を
行っていきます。その後のスケジュールは以前提

佐野理事

示したものと変更はありません。

通常のZoom使用の際は、会議を開催しておい

て、ホストの権限を共同ホストの一つに譲れば
同じアカウントで新たに違う会議を立ち上げて

運営することができたはずです。

もう一点確認ですが、ランチョンセミナーにつ
いてはどのように準備していきましょうか。実施

する方向で準備を進めていますが今の感染状況で、
食事をしながらというのはどうなんでしょうか。

おそらくWebinarでも可能ではないかと認識し
ています。過去に一度、部会で同日に別会議の開

山本会長

催を開催したことがあると思います。

ランチョンセミナーなので会話する事は無いと
思います。

深澤副会長

その時の会議は時間が重ならないように時間を

高橋副会長

調整しました。ですから、実際に同時刻に2つの
会議が開催できたか確認できていません。

会場も関係者のみなので20名程ではないでしょ
うか。大会役員は臨時理事会が開催されているの

で半分ほどになります。会場で距離をとる事が可
佐野理事

能なスペースがあるはずなので黙食してもらえれ

定時総会は9時30分開始で60分程で終了すると

ば問題ない人数だと思います。
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公開識演を聞くために一般の方々が入場してく

開放しサテライト会場として利用できるかも確認

ることがあるかもしれないですね。

してきたいと思います。

小林理馴

間橋副会長

例年、市民公開誰座は午後の部が始まるまで一

Wi‑Fi環境はどうなっていますか。

般の方の入場は止めています。
小林理事

理事会用の会場にWi‑Fi環境はありません。ど

神谷理事

今回の市民公開講座は一般の方も全員Webで

参加するという認識でいます。案内についても市
民公開識座は基本Webで参加という案内をする

のような形でネット環境を確保できるか確認して
いきます。
下見の報告は次回理事会で報告します。

ように意識しています。
高楠副会長

先日、神谷理事から情報をいただいたWEBミ

高怖副会長
それならばランチョンセミナーの開催に問題は

キサーの件ですが、常任理事会で購入の承認を得
ています。可能であればWEBミキサーが納品き

無さそうですね。

食事の数は、役員、前後の発表者、関係者、座

れてから下見ができれば良いと思いますが。どう

長の分を用意する必要があります。

でしょうか。

神谷理3i

佐野理事

食事は役員、座長、講師を含む学術大会関係者

WEBミキサーの発注をしました。納品時期は
未定です。

で80食を準備する予定でいます。
メーカーには80という数字を出して依頼してい

小林理事

ます。

ランチョンセミナーの後、公開識演が90分。残

WEBミキサーを持って下見をした方が良いと
いう事ですか。

る2つのセッション終了後閉会となります。

閉会後、叙勲報告会を予定しています。参加謎
は全員無料で会告を作成しました。

商橋副会長
総会で実際に使用するのであれば、一度試して
おいた方が良いと思います。

小林理馴

会場の件ですが、 2月上旬に下見をする予定で

下見の時に私が持っていきます。

したが、感染拡大の影響で延期となりました。
収容人数は会場のプレスタワーの方から80名ま
でといわれているので、人数が増える事はありま

神谷理事
会場にWi‑Fi環境が無いのですか。

せん。

下見では、実際にハイブリッド開催する時の

小林理事

セッティングの確認。臨時理事会を開催する会場

浜松プレスタワー17階、静･岡新聞ホールはあり

を確保していますが、その場所を一般減題の時に

ますが、臨時理事会に確保した15階会議場にはあ
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りません。

ている方はいませんでした。

神谷理事

神谷理事

本会場には有線LAN設備はありますか。

昨日の研修会は、会場の皆様はWi‑Fiに接続し

ないで参加するよう呼び掛けて会を続けることが
小林理事

できました。

LANが来ているとだけ聞いています。
小林理事
神谷理事

Wi‑Fiについては大会当日参加者に注意事項と

昨日、研究会を開催したのですが、有線LAで

してお知らせするようにします。

使っていても無線LANと口が一緒になっていて、

参加者により会場内の無線LAN使用数が増え、

神谷理事

通信状況が厳しい状態になってしまいました。

よろしくお願いします。

会場のLAN環境の確認は必要だと思います。
佐野理蝋
佐野理事

今回、Webmarで開催する事になっていますが、

ハブを使用してそこからケーブルを幾つか出し

前回のWebmarの設定は担当地区の庚澤理事に全

て対応していただきました。今回は小林理事にお

ていけば良いですか。

願いしても良いですか。
受付時の必須項目の設定等については前回の内

神谷理事

有線でも無線でも最終的に一本の口としてイン

容が引き継がれていると思います。

ターネットに流れてしまうと全然繋がらない状況

Webin2'･の方が普通のZoomより管理が楽です。

になってしまいます。配信用に集中させるように、

前回Webin2,･の契約をしたのは設定が必要なた

会場にいる参加者は無線に接続をしないようお願

め、大会の2ヶ月程前でした。

いした方が良いと思います。

今回も2ヶ月前から契約を考えています。

小林理事

小林理事

2ケ月前という事は3月末からですね。

例えば、高周波Wi‑Fiをレンタル、視聴用の

Wi‑Fiを別途用意した方が良いが、そこまでする

その段階でまたWebinarのレクチャーをお願い

必要があるかという事ですね。

します。

神谷理事

l11本会長

会場に来られる方はスクリーンで視聴する事が

学術大会については以上となります。

できるので、手元でネットに接続して視聴する必
要が無いと思います。

次に、理事会開催案内にWEBミキサー職入に
ついて記載がありますが、先日の常任理事会で購
入を決定しています。

後藤理事

高橋副会長から企画報告書の承認についてお願

新春公開講演会の時は、会場で接続して視聴し

いします。
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高橋副会長
第35回乳腺部会研究会の報告書になります。

令和4年2月11日にWEBで開催されました。

参加者は95名。県内会員48名、非会員20名、県外
会員16名、県外非会員9名、検査技師1名、医師
1名です。参加費無料。
クラウドパックスで症例を提示し、症例検討会
を実施しています。

山本会便
質問等無ければ承認の採決を採ります。

・第35回乳腺部会研究会の企画報告書について

反対： 0名保留？ 0名賛成: 15名
(全会一致で承認）

山本会長

以上で全ての議事は終了となります。

事業計画、予算案も承認されました。新役員選
出もありますのでよろしくお願いします。
定時総会、学術大会に向けていろいろな準備を
進めていきたいと思います。

以上をもちまして令和3年度第4回理事会を
終了します。

※議長が第4回理事会の終了を宣言したので、

令和4年2月19日午後4時30分理事会を閉会。

議事録作成森田光博
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令和4年度静岡県放射線技師会事業計画(案）
開催予定日

令和3年度静岡県放射線技師会事業計画

令和2年度静岡県放射線技師会事業経過

開催日

令和4年

令和3年

医療被ばく相談【常設】

医療被ばく相談【常設】
業務拡大による告示研修(10回開催予定）
4月

4月
23日

第1回理事会

10日

第53回アンギオ部会

24日

第1回理事会

5月
第11回
（公社)静岡県放射線技師会定時総会(浜松市プレスタワー）
第26回静岡県放射線技師学術大会(浜松市プレスタワー）

6月
11日
18日

第83回 （公社)日本診療放射線技師会定時総会
第47回放射線技師のためのセミナー

5日

12日
26日

7月

第10回 （公社)静岡県放射線技師会定時総会
第25回静岡県放射線技師学術大会

回回回
３７
８４
４
８
第第第

6月

ﾛ■■罰而

(公社)日本診療放射線技師会定時総会
超音波部会研修会
放射線技師のためのセミナー

7月
16日

日本放射線技師会75周年事業

第11回フレッシヤーズセミナー(アルフレッサ静岡支店会議室）

29日

ジャーナルVol.32No.l発行

29日

社会奉仕活動出張授業(聖隷クリストファー高校・西部）

未定

第12回新人教育セミナー(フレッシャーズセミナー）

30日
31日

ジャーナルVol.31 No.1発行
第5回WLB検討検討委員会勉強会

28日

第2回理事会

18日

第1回西部地区勉強会・放射線セミナー(西部）

8月

8月
27日

第2回理事会

9月

9月

第38回日本診療放射線技師学術大会
（神戸コンベンションセンター
未定

WEB併用）

静岡ふれあい広場(静岡市）

10月

10月
可美公園まつり(西部）

未定

第1回放射線セミナー

未定

第1回放射線セミナー

2日

胃がん検診X線従事者講習会(中部）
胃がん検診X線従事者講習会(西部）

30日

第 回放射線セミナー．胃がん検診x線撮影従事者誰習会(中部）
可美公園秋の体験プログラム2021(西部）
原子力緊急時災害対策研修会(浜岡原子力発電所）
第54回アンギオ部会研修会

11月

11月
…Ⅱ 第14回中部放射線医療技術学術大会(愛知県）
25日

未定
未定
未定
未定
未定
未定

秋季公開諦演会
20日

第1回放射線セミナー・胃がん検診X線撮影従事者講習会(東部）
第34回乳腺画像部会研修会
第13回中部放射線医療技術学術大会(石川県）

26日

ジャーナルVol.31

6日

ジャーナルVol.32No.2発行
秋季公開講演会

第1回胃がん検診従事者講習会(東部）

第1回放射線セミナー(東部）
令和4年度原子力緊急時災害対策研修会
東部地区ふれあい広場(沼津市）

第2回放射線セミナー・冑がん検診X線従事者講習会(西部）

−

12月

12月
17日

第3回理事会

8日

第12回

11日

第15回

年
４日
巧日
躯

和月
令１

18日

令和5年

1月
14日

公益法人移行10周年記念式典(静岡市）
公益法人移行10周年記念誌発行(静岡市）
アール祭

未定
未定

医療安全セミナー
放射線セミナー．第1回胃がん検診X線撮影従事者講習会(西部）

新春公開講演

原子力災害想定情報伝達訓練

28日

第2回放射線セミナー・冑がん検診X線撮影従事者講習会(東部）
放射線技師のためのセミナー

I

未定

第62回東海四県放射線技師学術大会(静岡県）
第4回理事会
静岡県原子力防災実動訓練

未定

原子力災害想定の情報伝達訓練

19日
26日

回回回回
健弱４６
第第第第

2月

2月
18日

第2回

静岡県MRI技術研究会

第46回放射線技師のためのセミナー
罰 第2回放射線セミナー・胃がん検診X線撮影従事者講習会(東部）

新春公開講演会

日日日定定定定定
４４鯉未未未来末

3月

No.1発行

東海四県放射線技師学術大会(三重県） ，
乳腺画像部会・第2回静岡県マンモ合同研修会
理事会
ワークライフバランス検討委員会ワークショップ

3月
第45回西部地区総会

東部地区通常総会

5日

第2回放射線セミナー．胃がん検診x線従事者誰習会(西部）

中部地区総会

ジャーナルVol.32No,3発行
東部地区通常総会

第2回放射線セミナー(中部）
第2回胃がん検診X線撮影従事者講習会(中部）

中部地区総会

第44回西部地区総会

第2回放射線セミナー．冑がん検診x線従事者講習会(中部）
静岡県放射線技師研修会

第3回放射線セミナー(西部）

第2回胃がん検診X線搬影従事者誰習会(西部）

デジタルマンモグラフイー講習会

太字の事業は、 日本放射線技師会主催事業・
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12日

第14回MRI技術研究会

19日

静岡県放射線技術研修会

25日

ジャーナルVol.31No.3発行

Iは土曜日・■■■は日噸・祭日

言グ

ー

一︾
ダ

厭隆

一

言で醒事蕊轟逼
‐､土と.−

2土
3日

4月
5火
6水
7木
8金
9土
10日

11月

12火

13水
14木鮒1回常任理馴会(ﾘ嚇所）
15金
16土
17日

18月
19火

20水
21木
22金
23土第1回理事会
24日

25月

26火

27水

28木綴灘理蛎会

6

月

一全一坐一

月

11水

懲法記念H
みどりのH
こどものロ

第3回常任理ﾘ｛会(ﾘ嚇所）

第4回州測1聯会
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(公社)鋪83回日本診療放
射線技師会定時総会

第47回放射線技師のため
のセミナー

第6回常任理事会
(Web会磯）
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繍災委員会(初校）

7

月

編災委貝会(二校）

"7m1術任理事会(瓢務所）

IART75周年記念式典

海の日

第8回常任理事会
(Web会議）

第11回(公社)脈間ﾘﾙ放射
線技師会定時総会

291余｜昭和の日

291日

291水

291金 編典委員会(発送）

301木

鶚

第26回聯側ﾘﾙ放射線技師
学術大会

301二

301月

311火

*都合により変更になる場合があります。県技師会各地区会の広報誌もしくは脈岡県技師会ホームページにてご確認ください。
＊日放技主催の生涯学習セミナー･ADセミナー等は、 JARTまたはNetwol･kNowをご覧下さい。
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編集後記
*今号をもちまして編集委員長を退任いたします。原稿を執筆していただいた方、編集委員ならびに
発送作業にご協力いただいた方々にお礼申し上げます。至らない点もあったかと思いますが、最後
までお読みいただきありがとうございました。来年度は編集委員として、新しい編集委員長ととも
にジャーナルを発行していきたいと思います。

遠藤

＊これまで編集委員を務めてもうすぐ2年、あと少しで任期満了と思いきや、職場の事情にて思わぬ

事態が発生してしまいました。一体何が起きたのかは次回にてお伝えしようかと思う次第です。常葉
＊あと2年間は編集委員を続けていこうと決めました。その間に70歳になります。技師会活動は編集
委員一本で続けてきました。もしかしたら、 2年後もまた健康であれば・ ・ ・ 。

三輪

＊編集委員になり早10年が経ちました。私としては他施設の技師さんとお話しできる良い機会になっ
ています。とりあえず次期も編集委員としてお仕事させて頂きます。遠藤理事、 2年間理事のお仕
事お疲れ様でした。もう2年間、編集委員としてよろしくお願いします。

杉山

*編集の仕事に携わってはや4年。最後の編集後記になりました。編集委員の皆さんのような素敵な
文章を書く事が、こんなに難しいと痛感しました。いい経験になりました。今後は一読者として、
編集委員の皆さんの後記を楽しみにしていますよ！ 4年間ありがとうございました。

渡邉

＊年明けに昨年植えた白菜を収穫しました。スーパーで売っているような立派なものではなく、
ちょっと小ぶりなものでしたが味は悪くなかったような気が・ ・ ・
春にはタケノコの収稚が始まりますが、今年は表年か裏年か楽しみです。
ステイファーム！

堀
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