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「会長就任にあたって」
会長 山崎

厳

盛夏の候、会員の皆さまには日頃より多くのご支援を賜りお礼申し上げます。
私は、5月26日に開催されました第70回福井県診療放射線技師会定期総会において、会
員のご承認を頂き、14代目の会長に就任いたしました山崎です。これまでの歴代会長の
ように高い見識と優れた指導力は持ち合わせていないのが現状で、会長職の重責が務まる
か心配でありますが、理事や監事の方々、会員の皆さまのご支援ご協力や励ましのお言葉、
いろいろなご意見を頂戴しながら全力で運営していく所存です。よろしくお願いいたしま
す。
今年度はおめでたい話題からスタートです。第10代会長の眞柄義一先生が瑞宝双光章
を受章されました。私が新任理事となった時の会長です。眞柄先生の多大なご功績と理事
一人ひとりへの細部に渡るご指導は、現在の技師会発展や理事の育成に根付いています。
この場をお借りしましてお祝い申し上げます。
さて、今年度は「患者さんから見える医療被ばく低減に取り組もう」をスローガンとし
て事業を展開していきます。言うまでもなく、会員の皆さまが日頃行っている検査の説明
や医療被ばく線量低減活動、医療被ばく相談などをもっとアピールしていきたいと思って
います。診断参考レベルDRLs 2015 が公表され3年の年月が経ちました。被ばく線量を
検討された施設も多いのではないでしょうか？しかし、まだ検査を受ける側に対するア
ピールはそれほど大きくなっていないと思われます。患者さんに対する被ばく低減は我々
が行わなければなりません。今年度はいろいろな研修会などを開催して、日本診療放射線
技師会が認定している医療被ばく低減施設認定を取得できるように活動していきます。ま
た、8月には福井県内で原子力防災訓練が予定されています。有事の際に住民を避難させ
るための避難退域時検査や施設間の患者搬送など私たちが参画しなければならないことが
あります。これからの活動の強化にご協力をお願いします。
その他、業務拡大に伴う統一講習会の開催について、県内で受講された会員は22％
（平成30年度3月現在）です。全国では50％を超えるところもあり、福井県の受講率は
全国平均を大きく下回っています。患者さんに安全な医療を提供するために必要な講習会
です。今年度も3回企画しますので受講をお願いします。委員会組織では、女性活躍推進
委員会を発足させました。乳がん検診精度向上のための研修会やワークライフバランスを
考えることなど新しい取り組みをしていきます。他にもまだまだ多くの事業説明をしなけ
ればいけないのですが、紙面の都合上割愛させていただきます。会の発展は会員の積極的
な関与と参加なくしては成り立ちません。また諸先輩方からのご指導も賜りますようお願
い申し上げまして就任のご挨拶とさせて頂きます。
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日時：平成30年5月26日（土）15:00～16:17

会場：福井県立病院 3F講堂

●司会進行 高橋 政史
●会長挨拶 白崎伸一郎
●資格審査委員および総会運営委員選出
資格審査委員（3名）
・丸山 力哉（福井大学医学部附属病院）・小原 優貴（中村病院）
・委員長 佐々木基充（中村病院）
総会運営委員（3名）
・山本 理佐（市立敦賀病院）
・山崎 貴司（公立丹南病院） ・委員長 荒谷 繁弘（中村病院）
●議長選出
上坂 大輔（福井赤十字病院）
●議長登壇
●資格審査委員会報告
総会員数 ：308名（平成30年3月31日現在）
出席者数 ： 44名
委 任 状 ：185名
合
計 ：229名
本会定款第4条第18章の規定に基づき、本総会成立に必要な過半数以上の会員数であり、本総会が成立することを
認めます。
●総会運営委員会報告
本日の議案に対する審議は16時17分までを予定しております。予定時間内に円滑な審議ができますよう会員の
皆様のご協力をお願いします。
●総会役員選出
書記（2名）
・齊藤 雅之（福井県立病院）
・川村 直也（福井県立病院）

●第1号議案
～平成29年度事業報告、庶務報告、各委員会報告について～
白崎会長より総括ならびに庶務報告、各委員会報告について説明が行われた。
議長：第1号議案につきまして質疑をお受けいたしますが質疑のある方は挙手をもってお願いいたします。尚、発言
される場合には所属、氏名を明確にまた、要点を簡潔にしてご発言ください。
議長：無いようですので、これをもって質疑を終了し、採決に移らさせていただきます。
採決 反対 0名、保留 0名、賛成 44名
第1 号議案は賛成多数で可決承認された。

●第2号議案
～平成29年度決算報告、監査報告について～
北野常務理事より決算報告について説明が行われた。また、平福島監事より事業報告及び計算書類関係の会計監査結果
の報告が行われた。
議長：第2号議案につきまして質疑をお受けいたしますが、質疑のある方は挙手をもってお願いいたします。
議長：無いようですので、これをもって質疑を終了し、採決に移らせていただきます。
採決 反対 0名、保留 0名、賛成 44名
第2号議案は賛成多数で可決承認された。

●次年度事業報告
～平成30年度事業計画、予算報告について～
白崎会長より平成30年度事業計画案についての総括ならびに事業計画案、北野常務理事より予算案について説明が行わ
れた。
議長：次年度事業計画案報告につきまして質疑をお受けいたしますが、質疑のある方は挙手をもってお願いいたします。
小澤 ふじ子氏：「各委員会から個別の説明がないのはなぜですか。」
会長：「委員会の説明は総括で踏まえているため、時間短縮のため割愛させて頂きます。」
議長：他に無いようですのでこれをもって質疑を終了し、皆様の拍手をもって承認とさせていただきます。
お願いします。
「出席者一同拍手」
議長：賛成多数と認め承認いたします。
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●第3号議案
～スローガンの承認について～
平成30年度のスローガンについて山崎副会長より趣旨説明が行われた。
「日頃より取り組んでいる医療被ばく低減の取り組みを技師から患者さんへ積極的にアピールしていきたいという思い
があります。技師会がバックアップして各施設の医療被ばく低減施設認定取得を目指していきたいと思います。」
議長：第3号議案につきまして質疑をお受けいたしますが、質疑のある方は挙手をもってお願いいたします。
尚、発言される場合には所属、氏名を明確にまた、要点を簡潔にしてご発言ください。
議長：特にご意見も無いようですので、皆様の拍手をもちまして承認とさせて頂きます。
平成30年度スローガン『患者さんから見える“医療被ばくの低減”に取り組もう』について、ご承認いただける方は
拍手をお願いいたします。
第3号議案は賛成多数で可決承認された。

●第4号議案
～平成30・31年度理事および監事の選任について（信任投票）～
白崎会長より平成30・31年度理事および監事の選任についての信任投票を選挙管理委員会に行っていただくよう依頼
した。選挙管理委員会委員長、片田武彦氏より役員選任規定第5条「役員選挙」および6条「投票および開票」に基づき
信任投票が行われた。
有効投票：44票
無効投票：0票
片田委員長：有効投票数は44票でありました。立候補された全理事及び監事2名におきまして、信任票44票というこ
とで全票入っております。以上により新役員のみなさまが選任されましたので、定款及び役員選任規定
に基づき、会長の選出に移らせていただきます。新役員のみなさまは別室で会長の選出をお願い致します。
片田委員長：新役員により、理事会において会長を選出させていただきましたので皆様にご報告申し上げます。新会長
山崎厳さんを選出させていただきました。異議がなければ拍手をもってご承認いただきたいと思います。
「出席者一同拍手」
片田委員長：以上をもちまして役員選挙を終了致します。

●第5号議案
～その他～
5号議案なし
一般質疑として
小澤 ふじ子氏：「男性もマンモグラフィの撮影をしてはどうか。女性技師だけに業務が偏るのはよくないのでは。」
会長：「女性をマンモに縛っている訳ではなく、患者さんからの要望で女性技師が検査を行っている現状を理解して
いただきたい。しかし今後は技師会から男女区別なくマンモグラフィ業務を行えるような啓蒙活動を行い、一
般の方への理解が広まるように社会環境の整備をおこないたい。」
議長：他に無いようですのでこれをもって質疑を終了させていただきます。
議長：以上を持ちまして本日のすべての議案を終了させていただきます。
―議事終了―
総会開催日
平成30年5月26日
議事録作成日 平成30年6月 8日
議長 上坂 大輔
平成30・31年度

平成30・31年度
役員選挙結果
役員選挙結果
平成30年5月26日
公益社団法人 福井県診療放射線技師会
議長 上坂 大輔 殿
1、選挙会場 福井県立病院
2、選挙日時 平成30年5月26日 第70回総会 第４号議案
3、投票総数 ：44票 有効投票：44票 無効投票：0票
4、理事選挙（信任投票）結果
下記の立候補者15名の信任投票を行った結果、すべての立候補者が過半数以上の信任を受けて承認されたことを
ご報告いたします。
山崎
厳・村中 良之・西郡 克寛・北野 陽一・田中 弘一・宮下 芳幸・木村 幸治・石田 智一
荒谷 繁弘・高橋 政史・小南 博子・佐々木基充・高田 智仁・藤本 真一・田泉 智明
5、監事選挙（信任投票）結果
下記の立候補者2名の信任投票を行った結果、すべての立候補者が過半数以上の信任を受けて承認されたことを
ご報告いたします。
福島 哲弥・白崎 伸一郎
新会長は、新役員より選出・推薦のありました山崎 厳氏を、総会に諮り承諾を得ました。
以上、選挙結果についてご報告いたします。
公益社団法人 福井県診療放射線技師会
選挙管理委員長 片田 武彦
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平成30年7月
謹啓
小暑の候 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し
上げます。さて、去る５月２６日開催の定期総会おいて役員および監事が下記の通り選任され就任いたしました。なに
とぞご高承のうえ、今後ともより一層のご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。まずは略儀ながら書中を
もってご挨拶申し上げます。
謹白
公益社団法人

会長
副会長
常務理事
常務理事
理事
理事
理事
理事
理事
監事

山崎
村中
北野
高橋
田中
石田
小南
高田
田泉
福島

厳
良之
陽一
政史
弘一
智一
博子
智仁
智明
哲弥

市立敦賀病院
福井県立病院
福井県済生会病院
福井総合病院
福井循環器病院
福井大学医学部附属病院
公立丹南病院
つくし野病院
市立敦賀病院
林病院

福井県診療放射線技師会
会長 山崎 厳

副会長
西郡 克寛
常務理事 宮下 芳幸

福井赤十字病院
福井県済生会病院

理事
理事
理事
理事

木村 幸治
荒谷 繁弘
佐々木 基充
藤本 真一

高村病院
中村病院
中村病院
福井大学医学部附属病院

監事

白崎 伸一郎

中村病院

会 長
山崎

厳

市立敦賀病院

財務・会計

副会長
村中 良之
西郡 克寛

福井県立病院
福井赤十字病院

学術研修委員会

北野
高橋

陽一
政史

福井県済生会病院
福井総合病院

広報・組織調査委員会

委員長

宮下

芳幸

福井県済生会病院

委員長

田中

弘一

福井循環器病院

委員

上坂
丸山
齊藤
福島
宮下
西郡

大輔
力哉
雅之
祐平
和幸
健太

福井赤十字病院
福井大学医学部附属病院
福井県立病院
高村病院
林病院
福井総合クリニック

委員

安藤
黒田
金田
井上

剛一
周也
達也
祥一

福井赤十字病院
中村病院
福井県立病院
公立丹南病院

地域医療対策委員会

情報ネットワーク委員会

委員長
副委員長

荒谷
高田

繁弘
智仁

中村病院
つくし野病院

委員長

石田

智一

福井大学医学部附属病院

委員

委員

二口
米田

亮
隼人

福井赤十字病院
福井県立病院

北山
吉本
西本
村中
渡辺
吉村

紘平
直也
知加
舞
紗矢
昂大

松田病院
福井県済生会病院
福井県立病院
福井赤十字病院
広瀬病院
福井循環器病院

放射線管理委員会
委員長

藤本

真一

福井大学医学部附属病院

委員

渡辺
山嵜
加藤
宮崎
大谷
佐賀
柑本
小山

彰仁
達弘
寛道
信頼
昂
友輔
明美
真慧

中村病院
泉ヶ丘病院
福井総合クリニック
福井厚生病院
福井大学医学部附属病院
福井県立病院
福井赤十字病院
福井県済生会病院

女性活躍推進委員会
委員長

小南

博子

委員

深田由香里
吉岡 千絵
松本 香織
西村 実優
澤 ゆかり
黒内 美宇
義元 珠実

公立丹南病院
福井総合病院
福井赤十字病院
春江病院
福井県済生会病院
泉ヶ丘病院
福井厚生病院
公立丹南病院
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出版事業委員会

福利厚生委員会
市立敦賀病院

委員長

木村

山本 理佐
礒部 真実
宮腰 宏平
平松悠莉子
小永 智大
野崎 貫太

市立敦賀病院
福井県済生会病院
林病院
福井県立病院
中村病院
福井赤十字病院

委員

委員長

佐々木基充

中村病院

委員

中條

中村病院

和泉 康世
山岸 亮平
角田 孝明
高岸 紀江
前川由紀恵
宮崎 克博
松田 祐貴
柳内 和也
水元 康貴
小原 優貴
田中 千晴

委員長

田泉

委員

智明

事務局

輝美

●山崎 厳
役 職 会長
勤務先 市立敦賀病院
役員歴 平成12年～15年 福利厚生委員長
平成16年～21年 放射線管理委員長
平成22年～23年 事務局
平成24年～29年 副会長
平成30年～
会長
抱 負
会員の皆さまへ迅速な情報収集と発信を心がけていきます。1期
目は会の基盤を固めながら医療被ばく低減活動や女性活躍推進な
ど新しい事業を展開していきます。皆さまからより多くの意見を
聞き、会に反映させていきます。ご支援ご協力を宜しくお願いい
たします。

幸治

高村病院
宮崎病院
公立丹南病院
福井県立病院
木村病院
春江病院
福井県済生会病院
福井大学医学部附属病院
福井総合病院
大滝病院
中村病院
福井赤十字病院

●村中 良之
役 職 副会長
勤務先 福井県立病院
役員歴 平成22年～25年 生涯学習推進委員長
平成26年～27年 事務局
平成28年～
副会長
抱 負
副会長として2期目となります。山崎会長を中心に会の発展に努
めてまいります。また、新たな気持ちで会の事業に携わっていき
たいと思います。要望、ご提案等ございましたらお寄せいただき
ますようお願いいたします。

●宮下 芳幸
●西郡 克寛
役 職 副会長
勤務先 福井赤十字病院
役員歴 平成16年～21年 出版事業委員長
平成22年～29年 放射線管理委員長
平成30年～
副会長
抱 負
今回、副会長という職を拝命賜り重く受け止めています。
村中副会長と共に山崎会長を支え、各委員長と連携をもち
ながらスムーズで公益性の高い活動を行っていきたいと思
います。会員の皆さまの協力を是非よろしくお願い致します。

●北野 陽一
役 職 常務理事
勤務先 福井県済生会病院
役員歴 平成18年～21年 広報・組織調査委員長
平成22年～23年 出版事業委員長
平成24年～
財務・会計
抱 負
これまで6期、12年間技師会理事を務めてきました。財務・ 会
計4期目、今期も高橋常務理事と2名体制で会計業務、公益法人
に関連する各種申請業務を遂行していきたいと思います。そして、
会員みなさまからお預かりした会費で各理事が有意義で実のある
事業ができるように財務をサポートし山崎新会長を支えていきた
いと思いますので、会員のみなさまのご理解とご協力をよろしく
お願い致します。

役 職 常務理事
勤務先 福井県済生会病院
役員歴 平成22年～23年 福利厚生委員長
平成24年～25年 出版事業委員長
平成26年～
学術研修委員長
抱 負
理事として5期目となります。今期も引き続き学術研修を担当さ
せて頂くことになりました。今年の学術研修委員会の事業として
は、夏に奥越地区で読影セミナー、秋に学術講演会、年が明けて
3月に北陸3県診療放射線技師学術研修会を企画しております。
他の理事や委員の方々と協力して会員の皆さんに興味を持って参
加いただけるような企画を準備していきたいと考えております。
また、会員の皆さんが技師会などの学会で発表する際、その研究
内容について助言や相談など、お手伝いできるような体制を構築
していきたいと考えております。こちらの方もご意見、ご協力の
ほどよろしくお願いいたします。今年度より、生涯学習委員会の
業務も兼務となりました。統一講習会や基礎技術講習などへの積
極的なご参加をよろしくお願いいたします。

●高橋 政史
役 職 常務理事
勤務先 福井総合病院
役員歴 平成24年～25年 学術研修委員長
平成26年～
財務・会計
抱 負
今期も北野常務理事とともに財務・会計を担当させて頂くことに
なりました。財務・会計は3期目となりますが、公益法人の会計
処理に関しましてはまだまだ未熟です。山崎会長のもと理事の皆
様の協力を頂きながら精一杯頑張りたいと思っております。今後
とも会員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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●田中 弘一
役 職 理事
勤務先 福井循環器病院
役員歴 平成24年～
広報・組織調査委員長
抱 負
今回で4期目になり、引き続き広報組織調査委員会の委員長をやら
せて頂きます。『健康フェア』などの公益事業を通じて市民の
方々の健康増進や、診療放射線技師としての仕事のアピールなどの
手助けを少しでもできればいいと思います。今後とも皆様のご協力
をお願い致します。

●木村 幸治
役 職 理事
勤務先 医療法人 高村病院
役員歴 平成24年～29年 福利厚生委員長
平成30年～
出版事業委員長
抱 負
今年度より出版事業委員会を担当させていただくことになりまし
た。出版事業は年4回の会報と年1回の会誌の発刊を行っており
ます。内容のある情報提供をと考えておりますのでご意見ご要望
をいただければ幸いです。

●荒谷 繁弘
役 職 理事
勤務先 財団医療法人 中村病院
役員歴 平成22 年～27年 地域医療対策副委員長
平成28年～
地域医療対策委員長
抱 負
今期も地域医療対策委員会を担当させていただくことになりまし
た。高田副委員長をはじめ委員さんと連携を取り、会員の皆様が
出務しやすい環境を整えていけるように頑張りたいと思いますの
でご協力のほどよろしくお願いいたします。

●小南 博子
役 職 理事
勤務先 公立丹南病院
役員歴 平成26年～29年 出版事業委員長
平成30年～
女性活躍推進委員長
抱 負
今回、新たに発足された女性活躍推進委員長を務めさせていただ
くことになりました。新しい委員会なので今後の活動については
山崎会長並びに理事の皆様にご指導を受け賜りながら精一杯務め
させていただきます。皆様のご理解ご協力のほど、どうぞよろし
くお願いいたします。

●高田 智仁
役 職 理事
勤務先 千寿会 つくし野病院
役員歴 平成28年～
地域医療対策副委員長
抱 負
今期も引き続き地域医療対策委員会副委員長を務めさせていただ
くことになりました。福井・大野両市の休日急患出務において皆
さんがスムーズに出務できるようしっかりとバックアップさせて
いただきます。今期もよろしくお願い致します。

●藤本 真一
役 職 理事
勤務先 福井大学医学部附属病院
役員歴 新任
抱 負
今回、新しく放射線管理の理事に就任となりました、藤本真一と
申します。診療放射線技師にとって放射線管理は大切な仕事であ
ると認識しています。初理事でありますので、皆様のお力をお借
りしながら、精進させて頂きます。よろしくお願いします

●石田 智一
役 職 理事
勤務先 福井大学医学部附属病院
役員歴 平成22年～23年 学術研修委員長
平成24年～
情報ネットワーク委員長
抱 負
昨年度に引き続き委員長を務めさせて頂くことになりました。今
年はSNSを利用した情報発信を目指せたらと考えておりますので
ご意見をいただければ幸いです。またHPやメールニュースに関
して見直し等を考えております。これからも診療放射線技師とい
う仕事や役割について、正確、かつ迅速な情報発信に努めていき
たいと思います。宜しくお願い致します

●佐々木 基充
役 職 理事
勤務先 財団医療法人 中村病院
役員歴 平成28年～
総務・事務局
抱 負
2期目の総務を担当させていただきます。前期は前会長と同施設
で有るため多くのことを学び、また密に連携が取れたと思います。
今期は前期で得た知識と経験を活かし山崎会長の下、距離を感じ
させない事務仕事ができたらと思っております。至らぬ点もござ
いますが皆様よろしくお願いいたします。

●田泉 智明
役 職 理事
勤務先 市立敦賀病院
役員歴 新任
抱 負
今年度より新たに福利厚生を担当させていただくことになりまし
た。自分は福利厚生事業を通じて外を知り、他施設の方々にお世
話になってここまで成長させてもらったと思います。今年度も夏
のレクレーション企画、北陸三県のソフトバレーボール大会、
ボーリング大会などを開催する予定です。これから少しでも恩返
しができるように、会員や賛助会員の皆様の親睦がさらに深まる
ように頑張って参りますので皆さまのご協力とご参加をお願いい
たします。

●白崎 伸一郎

役 職 監事
勤務先 財団医療法人 中村病院
役員歴 平成12年～21年 事務局
平成22年～23年 情報ネットワーク副委員長
●福島 哲弥
平成24年～27年 副会長
役 職 監事
平成28年～29年 会長
勤務先 医療法人 林病院
平成30年～
監事
役員歴 平成10年～17年 学術研修委員長
抱 負
平成18年～23年 副会長
１８年にわたり技師会の執行部を努めてまいりましたが、本年で
平成24年～27年 会長
一区切りつけさせていただきます。この間理事や委員の方々には
平成28年～
監事
大変お世話になり、また楽しく事業を行えたことを誠に感謝して
抱 負
おります。今後は新しい執行部の支えとなれるように微力なが
平成28年度より監事を行わせて頂き、今年度で3年目になります。
らお手伝いさせていただきますので、会員の皆様にもご協力
公益法人である本会の益々の発展と円滑な運営が遂行できます様
よろしくお願い申し上げます。
に微力ながらも会の役に立ちたいと思っております。
どうか宜しくお願い致します。
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平成29年度

日

第８回理事会議事録

時：平成30年4月18日（水）18:30～

報告事項
3月 8日
3月19日
3月23日
3月26日
3月30日
3月30日
4月 2日
4月 3日
5月26日
5月26日

場 所：福井県診療放射線技師会 事務所にて
会員数：308名（平成30年4月18日現在）

平成29年度医療事故調査等支援団体等連絡協議会の活動について日放技より調査依頼があった。
緊急被ばく医療ネットワーク委員会に白崎会長が出席した。
19時より技師会事務所にて選挙管理委員会を開催した。 ・理事立候補者15名、監事2名
功労表彰および永年勤続表彰候補者の審査結果について日放技より届く。
学術業務委託契約の締結に関する文書が日放技より届き、押印し返信した。
福井県がん検診精度管理委員会専門部会の各委員を福井県医師会に申請した。
法人県民税・法人市民税の 均等割申告書及び減免申請書についての書類が届く。
平成31年度春の叙勲潜在候補者の推薦についての案内が県地域医療課より届く。
福井県立病院にて第70回定期総会を開催した。
定期総会終了後 県立病院にて読影セミナーを開催した。

議題１．平成29年度（第70回）定期総会の準備について
司会
高橋理事
スローガン 『患者さんから見える”医療被ばく低減”に取り組もう』（案）
永年勤続・功労表彰者および感謝状受賞者への通知
・感謝状の贈呈 小澤ふじ子先生
・功労表彰
北川佳孝、高村真司、平木美和、山本理佐、田中弘一
・20年表彰
山岸慶宏、矢追貴史、高橋政史、村井恵巳、森田由美子、柑本明美、高田智仁、平木美和、
栗波陽代

議題２．平成29年度事業報告・決算報告
事業報告書・正味財産増減計算書・収支計算書・貸借対照表・財産目録について承認を得る。

議題３．その他
「福井県がん検診精度管理委員会各専門部会委員 および福井県健康管理協会各専門委員会委員の推薦」について
・胃がん専門部会、胃検診委員会委員に福井県健康管理協会の宮川裕康氏
・肺がん専門部会、肺検診委員会委員に木村病院の水谷富士雄氏
・乳がん専門部会、乳房検診委員会委員に福井県立病院の村田香織氏

平成30年度

第1回理事会議事録

日 時：平成30年５月26日（土）17:30～
報告事項
4月28日

5月14日
5月15日
5月16日
5月21日
5月21日

5月23日

場 所：福井県立病院
3階講堂
会員数：310名（平成30年5月26日現在）

JART理事会が開催され、山本英雄地域理事より関連分抜粋報告があった。
1、決算報告 2、平成29年度会員数、出身校別新卒者入会数 3、地区責任者会議（会長会議）
4、統一講習会受講状況 5、医療放射線の適正管理に関する検討 6、JARTの独立委員会
県地域医療課より北陸公衆衛生学会の評議員として山崎に連絡が入った。
福井県個別検診マンモグラフィ講習会共催の依頼があった。
株式会社アゼモトメディカル・畦元将吾様より、「事務所移転のご挨拶」が届いた。
県地域医療課より「原子力災害医療に関わる基礎研修eラーニング」運用にかかるご案内があった。
日本診療放射線技師会より、「地区責任者ワークショップ」および「全国会長会議」の開催に
ついての文書、関係書類が届いた。
法人県民税の減免通知書と法人市民税減免通知書が届いた。

議題１．平成30・31年度会長の選定・委員会および委員選任について
平成30・31年度の担当委員会について
新役員の互選により山崎厳を会長に選定
会長 山崎 厳
副会長（2名）村中 良之（学術委員会旧生涯学習補佐）・西郡 克寛（放射線管理補佐）
財務・会計（2名）北野 陽一（常務理事）・高橋 政史（常務理事）学術研修（1名）宮下 芳幸（常務理事）
以上が業務執行理事
総務･事務局 （1名）佐々木 基充
地域医療対策（2名）荒谷 繁弘・高田 智仁
女性活躍推進（1名）小南 博子
情報ネットワーク（1名）石田 智一
広報組織調査（1名）田中 弘一
福利厚生（1名）田泉 智明
放射線管理 （1名） 藤本 真一
出版事業（1名）木村 幸治
監 事（2名）福島哲弥・白崎伸一郎

議題２．各委員会の委員選出について
次回理事会までに委員を決め、Googleドライブにて報告する。
・出来るだけ新しい人材の発掘を要望。
・次々回理事会までに委嘱状（理事及び委員）を佐々木理事が作成する。
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議題３．総会議事録について
議事録を作成（福井県立病院）→文書校正（会長・副会長）→ 議長の署名・捺印（上坂議長）
総会資料を県地域医療課へ提出する。法務局への登記手続ををする。
総会資料、就任承諾書、履歴書、印鑑証明書を佐々木理事が小垣司法書士事務所へ提出する。
《以前の特例民法法人実地検査時の指摘事項》
・総会議事録には必ず開催日付・開催時間（開始から終了まで）・開催場所を入れること。
・理事改選時は、就任承諾書のほかに｢履歴書｣の提出も必要である。

議題４．平成29年度定期総会議事録と行政への平成29年度事業報告等に係る提出書について
国・都道府県への公益法人行政インフォメーションより平成29年度事業報告等に係る提出書の準備状況。
①理事と監事の名簿（自宅住所記載のもの）
②平成29年度の会員名簿（平成30年3月31日現在）
③平成29年度事業報告(総括＋各委員会報告）
④平成29年度本会の動き
⑤国税の納税証明書
⑥県税の納税証明書
⑦市税の納税証明書

議題５．診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー開催について
日時：平成30年7月21日（土）13:30～17:30（13:00より受付開始）
医療安全学を木村理事、読影講座を県立病院の山本先生に講師依頼。
技師長会議も同時開催のため、理事施設の技師長への声かけをする。

場所 : 福井県立病院

５F大会議室

議題６．統一講習会について
日時 : 平成30年6月16日（土）17日（日）場所 : 市立敦賀病院
日時 : 平成30年7月 7日（土)8日（日）場所 : 福井赤十字病院 ・今年度は３回の開催予定で日時未定。

議題７．眞柄氏叙勲祝賀会について
日時：平成30年6月9日（土）

14:00～

場所 : 鎌仁別荘

参加人数

59名予定

議題８．理事会日程について
現在は第３水曜日で問題はないが、今後会長の勤務上開催が難しくなるため検討したい。
第３火曜日は数名の理事が都合が悪いようなのでもう少し理事の意見を聞きたい。

議題９．その他
1 総会指摘事項について
２

３

・マンモグラフィの撮影に関する意見があった。
・マンモグラフィに男性が従事しても違和感がないような環境作りに取り組んで欲しい。
日本診療放射線技師学術大会
日時 : 平成30年9月21日（金）～23日（日） 場所: 山口県下関市
演題数
県会員 ; 現在未定
参加登録のお願い ※演題募集期間の期間5月15日（火）正午まで
4月の新聞記事より2点報告（原子力防災総合訓練の件、被ばく線量記録の件）
原子力防災訓練について
夏頃に大飯高浜同時事故の想定で開催予定である。
放射線管理委員会、西郡副会長を中心に準備を進めていく。
被ばく線量記録の義務付け
厚労省よりCTなど被ばく線量が比較的高い検査について、記録と患者への説明が必要になる。

平成30年度

第２回理事会議事録

日 時：平成30年6月20日（水）18:30～
報告事項
6月 1日
6月 2日
6月 4日
6月 5日
6月 6日
6月 6日
6月 7日
6月 8日
6月 8日
6月 9日
6月15日
6月15日
6月15日

場 所：福井県診療放射線技師会 事務所にて
会員数：310名（平成30年6月20日現在）

総務省、政府統計、経済センサス活動調査が届く。
日本診療放射線技師会総会・代議員研修会に山崎会長、村中副会長が参加した。
JART都道府県被ばく相談担当者（平成30年・31年度）の選出として西郡副会長が再任。
第79回定時総会第4号議案についてお詫びと訂正が届く。
税務関係の書類を収集した。
白崎監事と山崎会長で県地域医療課に挨拶に伺った。日本綜研には北野理事も同行した。
おおい原子力防災センターで福井県原子力防災訓練第１回調整会議があり西郡副会長が出席した。
福井県診療放射線技師会会誌第39号を発送した。
たわらまちクリニックの求人情報のお礼と掲載取り消しの依頼が届く。
眞柄義一氏の叙勲瑞宝双光章受章記念祝賀会を越前市、鎌仁別荘にて開催した。
ピーディ様より事務所前アスファルト補修工事の連絡があった。
弘前大学より被ばく医療研修の案内が届く。
中日本地域理事の山本様より報告があった。
・医療機器安全管理のための体制確保に係る運用上の注意点について ・ 保守点検の指針について
6月16－17日業務拡大に伴う第1回統一講習会を市立敦賀病院で開催した。受講者7名
6月18日
役員交代の挨拶文を作成し次号のすいせんに同梱する。
6月20日
福井赤十字病院 野口正人名誉院長の叙勲に対し祝電を送った。
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議題１．平成30・31年度役員・委員会および委員選出について
・委嘱状の受け渡し・役員名簿の氏名およびメールアドレス等の連絡先の確認・メーリングリストの変更
・名刺の作成について ・就任承諾書（実印）、履歴書、印鑑証明書・役員交代の挨拶文
・各委員会 委員の選出について

議題２． 平成30年度第2回業務拡大統一講習会について
日程：平成30年7月7－8日

場所：福井赤十字病院

受講者：30名

講師：村中、西郡、荒谷、前川

議題３． 日本診療放射線技師会総会報告
養成教育のあり方、医療放射線の適正管理に関する検討会、技師法改正について会長より説明がなされた。
170名の代議員によりすべての議案が成立した。会費納入規定の改正では65歳以上の会費が8000円に減額
される。役員の信任投票では、立候補した理事はすべて承認され、会長副会長は再任された。

議題４．被ばく低減施設認定取得のためのセミナー開催について
放射線管理委員会で対応する。（全国数箇所で開催予定）

議題５. 福井県原子力防災訓練について
調整会議の報告。
大飯・高浜原発の同時発災を想定。(事故状況は未定)
８月25、26日の両日開催する予定。
・25日 緊急被ばく医療受け入れ訓練 福井県立病院、福井大学医学部附属病院・26日 避難退域時検査
スクリーニングポイント
・南条町 南条勤労者体育センター ・敦賀市 総合運動公園（敦賀きらめきみなと館は未定）
・綾部市 綾部PA、あやべ球場 ・南丹市 美山長谷運動公園
８月上旬に研修会を行う。（場所は未定、平日）

議題６．その他
・事務所の転送電話は白崎監事から山崎会長へ変更する。・事務員の労働保険は保険契約を行う。

報告

第79回日本診療放射線技師会定時総会に参加して
副会長 村中 良之

平成30年6月2日、日経ホール（東京都千代田区）において第79回公益社団法人日本診療放射線技
師会定時総会が開催され、代議員として出席させていただきました。はじめに中澤会長のご挨拶があり
3つの報告がありました。1つ目は養成教育のあり方で、平成33年4月より102単位に増えることにな
り、画像診断学（名称は検討中）が入ることになるとのことでした。今後、我々も画像診断学に関する
講習を受講することが予想されます。また学生実習が見学から参加型に変更されることも報告がありま
した。2つ目は厚労省の医療放射線の適正管理に関する検討会の決定報告がありました。放射線技師に
は医療被ばくに関する正当化と最適化を含んだ研修会の参加が義務化されます。他にCT、IVR、RI検
査などの被ばく線量記録が義務化となります。医療機関には医療被ばく安全管理責任者を置くことも検
討されており、技師会で認定されてきた放射線管理士、被ばく低減認定施設が重要となってきました。
被ばく低減認定施設に診療報酬を付けてもらえるように働きかけていくので、各県3施設は認定取得す
るよう要望がありました。今後も注目していく報告でありました。3つ目は技師法の改正です。主なも
のは第2条の放射線技師の定義で、放射線の業だけではなく、機器、被ばくの管理なども技師の定義に
加えるように働きかけていくとのことでした。また、20条に4年大学を入れること、26条の変更、疑
似照会業務を入れることも検討しているとのことでした。以上3つの報告がありました。
その後、表彰、総会運営委員会からの報告があり、170名の代議員が出席、欠席者の委任状で定款
18条の項目を満たしているということで総会が成立しました。議長登壇後、平成29年度事業報告・決
算報告・監査報告がありました。決算報告では約3,700万円の赤字、この報告から監事からは年々、正
味財産が減っており危機的状況であり、５％の経費削減を求めていました。
お昼の休憩では、前JIRA経済部会長 野口雄司先生に「平成30年度診療報酬改定の現状と課題」の
特別講演がありました。今後は医療安全と感染防止に努めて行くことが重要と話をされました。
続いて第１号議案の平成30年度事業計画案・第2号議案の予算案について審議がなされました。今
年度は昨年よりも予算削減を行うということで、いくつかの質疑があった。是非、適正な予算の執行を
行っていただきたいと強く感じました。また第３号議案 会費納入規定改正案（65歳以上の会費年
8,000円）についても活溌な審議の後に承認されましたことをご報告いたします。第４号議案の平成
30･31年度役員選任については代議員が信任投票を行いました。ある地域では現執行部に不満を持っ
ているためか、信任投票数にも現れていましたが無事、立候補者全員が承認、会長副会長は再任命され
新体制がスタートしました。
今回の総会参加では、今後の日放技の取組みを理解することが出来ました。その中でも医療被ばくの
取組みは重要だと認識いたしました。今後も日放技の取組みを注視していきたいと思いました。
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平成30年度レクレーション企画

「手作り体験とBBQ」
開催日：平成30年9月16日（日）
場 所：ラポーゼかわだ
時 間： 受付開始 9：00
体験開始 10：00
＊体験により開始時間が異なります
各種体験の終わり次第、バーベキューへ
内容：手作り体験（水ようかん・そば・パスタ・パン）
BBQ（上記4種以外の体験は要相談）
参加費：3,500～4,800円
（体験内容により変動）

事務局だより
会員の動向
会員数310名（6月20日現在）
新人会員
田中 佑樹
河邊 大知
水野恵里香

公立小浜病院
福井赤十字病院
福井赤十字病院

退会
大西 正

診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー
日時：平成30年7月21日（土） 15：00～
場所：福井県立病院 5階大会議室
備考：セミナー終了後、親睦会を 予定しております。

第11回中部放射線
医療技術学術大会
日時：平成30年11月17ー18日
場所：富山国際会議場

技師長会議
日時：平成30年7月21日（土） 15：00～
場所：福井県立病院 5階中会議室
備考：会議終了後、親睦会を予定しております。

第2回 北陸超音波研究会開催のご案内
１．開催日：平成30年9月2日(日) 10：00～16：00 (受付開始 9：30)
２．場所：福井県立病院 3階講堂
３．参加費：1000円(昼食付)
4. プログラム
09：30～
10：00～10：05
10：10～12：00
12：10～12：40
12：45～13：15
13：15～13：40
13：45～15：45
14：45～15：45
15：50～

受付開始
福井県代表世話人 挨拶
一般演題
ランチョンセミナー『腹部健診超音波検査とカテゴリー分類』 高村病院 放射線部 福島祐平 先生
機器展示ブースにて各メーカーによる機器紹介
休憩・医療機器および関連機器展示(～16：00)
特別講演1『整形超音波について』
刈谷豊田総合病院 放射線技術科 今田 秀尚 先生
特別講演2『心不全の評価について』
金沢大学付属病院 検査部 宮嶋 良康 先生
富山県(次期開催)代表挨拶
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第87回福井ＣＴ・ＭＲ研究会
日

時：平成30年7月25日（水）18：45～
場：福井大学医学部附属病院
臨床教育研修センター セミナー室2
参加費：500円
会

第136回福井県消化管撮影研究会
のご案内
日時 :平成30年8月1日（水） 18:45～
会場 ： 福井県済生会病院

内容 ： 1 メーカー情報提供
2 会員発表「牛角胃・横胃の撮影」
3 症例検討 OCR用紙を使用して

参加費 ： 300円
詳細は研究会ホームページをご覧ください。
http://fukuigi.umin.jp/

【技術セミナー】19:00～20:00
『 MTFを測ってみよう
～ワイヤファントムの作成と撮影～ 』
中村病院
渡邊彰仁 先生
『実践! Image Jでファントム画像を測定しよう』
福井大学医学部附属病院
大谷友梨子 先生
【読影セミナー】20:00～20:50
『この画像をみたらコレを追加すべし!
～CT＆MR編～ 』
福井県立病院 村中良之 先生
※Microsoft社ExcelとImageJがインストール
されたPCを持参して下さい。
ImageJは次のURLからダウンロードできます。
http://imagej.nih.gov/ij/download.html

第269回福井県総合画像研究会のご案内
日程：平成30年7月20日(金)

19:00～21:00

場所：春江病院 5F研修ホール
プログラム：
【講演1】 「SiemensCT装置の最新情報」 シーメンスヘルスケア(株)北陸営業所 佐々木信治様
【講演2】 「もっと身近にASLを！」
福井大学医学部附属病院 谷内田拓也様
「肩関節のMRI」
中村病院 山内
茂様
「技師の五感をフル発揮」
春江病院 馬場 国晴様
参加費：500円

おまけ
KIMU’S キッチン
～簡単に作れるお酒のおつまみ～
材料
・餃子の皮
1枚
・夜のおかずの余り物 適量
・スライスチーズ
少し
・粒こしょう
好みで
* 作り方は、すいせん143号で！

慶弔規定についてのお願い
福放技では上記の規定に基づき
会員ご本人の結婚：祝電
会員ご本人の死亡：弔慰金・弔花および弔電
をお送りしております。
会員の同僚、友人の方におきまして、これらの情報がございました
ら福放技事務局に連絡いただけますようよろしくお願いいたします。

会費納入のお願い
会員のみなさまには、4月に日本診療放射線技師会より会費振込票が届いていると思います。
平成30年度会費の納入期限は9月30日となっております。
みなさんが納入した会費で診療放射線技師会の各事業を行っておりますので会費の速やかな納入をお願い
致します。
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（公社）
福井県診療放射線技師会

月

日
7～8

９
18
21

本会の主な事業および行事
業務拡大に伴う統一講習会
（於

日
7～8

立山国際ホテル）

会報「すいせん」142号の発行
平成30年度第1回執行部役員会
（於 技師会事務所）
フレッシャーズセミナー、技師長会議
（於 福井県立病院）

20

第269回福井県総合画像研究会（於

25

第87回福井CT・MR研究会
（於 福井大学医学部附属病院）

１

第136回福井県消化管撮影研究会
（於 福井県済生会病院）

県内出身在学生調査・県技師会会員への調査

22

平成30年度第3回理事会（於 技師会事務所）

26

平成30年度福井県個別検診マンモグラフィ
講習会（於 福井県済生会病院）

１

第4回読影セミナー
（於 大野市休日急患診療所）

中旬
16

福井県診療放射線技師会 スキルアップ研修会
福利厚生委員会レクレーション企画
「手作り体験とBBQ」

19

15～16
平成30年度第2回執行部役員会
（於 技師会事務所） 21～23

上旬

会報「すいせん」143号の発行

春江病院 ）

25
25～26

第70回MRI研究会 （於 石川県立中央病院）
福井県原子力防災総合訓練

１

第270回福井県総合画像研究会
(於 大野市休日急患診療所）
第2回北陸超音波研究会（於 福井県立病院）

２
7～9

4～6

第46回日本磁気共鳴医学会大会
（於 石川県 ホテル日航金沢)
X線CT認定技師指定講習会 （於 愛知県)
第33回日本診療放射線技師学術大会
（於 山口県下関市)

第46回日本放射線技術学会秋季学術大会
（於 仙台国際センター）

平成30年度第4回理事会（於 技師会事務所）

17～18

23

平成30年度第3回執行部役員会
（於 技師会事務所）
北陸3県ソフトバレーボール大会

19

平成30年度第5回理事会（於 技師会事務所）

21

第19回CT立山セミナー（於

福井赤十字病院 ）

上旬

17

関連団体の行事

第11回中部放射線医療技術学術大会(CCRT)
（於 富山国際会議場）

上記は予定ですので変更等がございます。ホームページで最新情報をご確認ください。
～平成30年度

スローガン～

