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巻頭言

「 新 春 を 迎 えて」
副会長

村中 良之

会員の皆さまにおかれましては、平成最後の年、また新たな気持ちで新年を迎えられてい
ることとお慶びを申し上げます。昨年 12 月から新事務所での会務が始まりました。これまで
同様、福井県診療放射線技師会の活動にご支援をよろしくお願いいたします。
今年４月 1 日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。ポイントは時間外労働の上限
規制の導入、年次有給休暇の確実な取得、勤務間インターバル制度です。同じ施設でも部門
によって、休みが取れなかったり、時間外が多いところもあると思います。日放技会誌 2018
年 2 月号に掲載された業務実態調査では有給休暇の取得は 5 から 10 日が多く、時間外労働時
間は 1 から 5 時間が多いとのことでした。実際は有給休暇取得出来ていない施設もあると思い
ます。働く者が自分たちの働き方を考え、そして自分たちの理想のワーク・ライフ・バラン
スを実現できるように、使用者
（施設側）
も労働者も理想の労働環境について考えていかなけ
ればならない時代となっていきます。
昨年1  1月1  1日
（日）
に医療被ばく低減施設認定取得セミナーが福井県立病院で行われました。
医療被ばく低減施設認定取得の普及を目的とするセミナーで4   7名の参加でした。この認定は
診療放射線技師が中心となり施設全体での取り組みが重要となる「施設認定」です。放射線
利用の正当化また放射線防護の最適化の推進は診療放射線技師の責務と捉え、来年4月改正
予定の医療法における医療放射線に係る安全管理のためにも施設認定取得に挑戦してください。
業務拡大に伴う統一講習会の進捗についてですが、昨年までの受講者数 125 人
（日放技福井
県会員 309 名）
、受講率は約 4   0％です。統一講習会は今年が最後の年です。2020 年度以降は
福井県では行いません。首都圏開催のみとなります。本年度、診療放射線技師学校養成所指
定規則の見直し案が検討されており、現在の 9  5 単位から 10   2 単位となることが決定していま
す。新たな統一講習会も考えられていますので対応に遅れないよう受講してください。今回
行っている統一講習会の受講は通過点にすぎないと考えてください。
昨年 11 月 17～18 日に第 11 回中部放射線医療技術学術大会（富山県）が開催され、参加人数
651 人と盛会に開催されました。富山県 222 名、石川県 11  8 名の参加者に対して、福井県から
の参加者は 39 名と少なく福井県会員の学会離れを感じました。
今年度最後の事業として、3 月 3 日
（日）
に福井県済生会病院で開催する、北陸 3 県診療放射
線技師学術研修会があります。 是非とも多くの会員の参加をお待ちしております。
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患者さんから見える“医療被ばく低減”に取り組もう
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平成30年度

第４回

理事会議事録

平成30年10月17日（水） 18：30～
場 所：
（公社）福井県診療放射線技師会 事務所にて

【報告事項】
8 月  10日	JARTより功労表彰永年勤続表彰候補者推薦が
届いた。
8 月  13日	長崎県技師会より事務所移転の連絡が届いた。
8 月  14日	JARTより診療報酬改定検証調査のお礼が届いた。
				 全国で905件（福井県は19件で連絡）
8 月  20日	県地域医療課より31年春叙勲候補者の照会があ
り、石田智広会員を選出した。
8 月  21日	JARTより下関学術大会へのお酒の提供依頼が
あった。
8 月  24日 台風20号により事務所が大きな被害を受けた。
8 月  26日	平成30年度福井県原子力防災総合訓練に参加
協力した。
8 月  30日	県 地域医療課より8 月26日の訓練のお礼と意見
聴取が届いた。
9 月 １日	CCRT演題募集締め切り日程延長の連絡が届いた。
9 月  12日	県地域医療課より3 0 年秋叙勲候補者の池野会員
の連絡先について照会があった。
9 月  18日 CCRTの座長依頼が届いた。
9 月  20日	大 野市民生環境部健康長寿課より平成30年度
大野市休日急患診療所運営協議会に係る資料
の作成及び席上の報告についてが届いた。
9 月  29日	JARTへ大阪府北部地震、西日本集中豪雨、台
風21号による被害および、北海道胆振東部地震
の義捐金を送金した。
9 月  29日	内 閣府公益法人への変更届を公益インフォメー
ションより電子申請で行った。
10月 3日	北 陸公衆衛生学会様より第46回北陸公衆衛生
学会理事・評議員会ならびに総会ご出席につい
てが届いた。
10月 4日	JARTより平成30年度診療放射線技師給与の動
向に関する調査が届いた。
10月 4日	厚生労働省より総務省による平成29年度電波の植
込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に
関する調査等報告書についてが届いた。
10月10日	JARTより藤田保健衛生大学が藤田医科大学に
学名変更の連絡があった。
議題１．事務所の移転について
経緯：現在の事務所は、それまで会長宅や勤務先を転々
としていた事務局を固定化するために、平成16年に当時
の理事が会費の値上げと出資金を募り、事務所を構えて
14年 の 年月を過ごした。しかし、 平 成30年 8 月24日に
猛威をふるった台風20号の風災害により事務所の壁や
玄関ドアが破損した。現在の事務所は賃貸契約で借り受
けている物件であり、管理会社は老朽化などを理由に 5 年
以内に解体を考えていたようですが、今回の破損で耐震
的にも危ない状況であると判断し早期の退去を願い出され
た。そこで、先日理事各位にメールにて今後の事務所のあ
り方の意見を聞き、並行して賃貸物件の内覧もおこなった。
【理事の意見】
１、会員の施設を借りることは時世を考えると反対である。
２、公 益法人として公益費率70％を確保するため賃貸料
は 5 万円を限度に物件を探す。
３、会費の値上げはしない。

４、駐車場や交通の利便性を担保する。
【これまでの行動】
9 月  15日	物件１
（NTビル：県立病院近く）
の見学
				 山崎会長、北野理事、福島監事で内覧した。
9 月  19日	物件２
（福井県木材組合）
の見学
				 山崎会長、田中理事、佐々木理事で内覧した。
10月15日 物件２の再訪問
【内覧後の理事の意見】
物件２にていくつかの空部屋を見た。1 階の元組合会長が
使用していた部屋を強く希望する。部屋の大きさや明るさ
など環境が良い。この部屋が無理ならば 3 階の部屋では
物品の運搬にエレベータが使用できないため了解し難い。
物件１は 8 坪（5 万）
と16坪（7 万）
の部屋がある。立地条件
はよいが 8 坪は狭いか？ただし理事会を別の場所で行えば
問題ない。
・
   物件1（NTビル）16坪の部屋が賃貸料6万円で折り合い
がついた。県立病院近くで立地もよく部屋も広い。理事会
以外にも各委員会や研究会の会場としても利用ができる。
現事務所の早期の退去、NTビルの利便性を考えNTビル
への移転を決定したい。
議題２．レントゲン週間イベントについて
日程：平成30年11月 4 日
（日）10 : 00～16 : 30
会場：ショッピングシティ ベル   1   F 北コート
賛助会員協力 フジフィルム、丸文通商、ミタス
１、パネル展示
		レントゲンパネル 県内技師のお仕事パネルを 5 枚準
備する。
２、頸動脈エコー
		 フジフイルムから 2 台貸与。予定40名
		1台は市民に自由にさわってもらい、混雑時の対応に
使用する。
３、脳年齢測定
		 脳年齢、脳ストレス、脳トレを測定する。
４、投影型リハビリテーションシステム
		 ミタスから貸与。床に投影した画像で運動する。
５、あめとり
（子供対象）
		 手術鉗子を使ってあめとりゲームをする。
６、健康相談（被ばく相談を含めた健康相談）
		 福井循環器病院 放射線科 土田医師に依頼した。
議題３．医療被ばく低減施設認定取得セミナーについて
日程：平成30年11月11日
（日） 会場：福井県立病院
集合時間：プログラム通りの時間で準備は無し。
参加予定人数：46名（県内は30名）
会場責任者：藤本理事
議題４．CCRTについて
日程：平成30年11月17～18日 会場：富山国際会議場
				 その他、ポスター参照
座長 放射線治療 2： 福井県済生会病院 吉本 直也
				 IVR：
市立敦賀病院 山崎 厳
				 MRI検査 1： 福井県済生会病院 荒井 啓介
議題５．ソフトバレー大会開催について
１、北陸 3 県ソフトバレーボール大会
		 日程：平成30年11月23日
（祝）9 : 15〜15 : 00
		 場所：石川県金沢市営西部市民体育館 4 階
		 申し込み期日：11月 9 日
（金）
２、ボーリング大会
		 日程：平成31年 1 月31日
（木）19 : 00〜21 : 00
		 場所：アルプラザボウル ＊14レーン確保した。
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平成30年度

第５回

理事会議事録

平成30年12月19日（水） 18：30～
場 所：
（公社）福井県診療放射線技師会 事務所にて

【報告事項】
10月15日	すいせん143号を発送した。
10月19日	JARTよりレントゲン週 間イベントの分 担 金 が
24,333 円振り込まれた。
10月21日	福井大学医学部附属病院で統一講習会を開催
した。参加者20名。
10月22日	北陸公衆衛生学会様より第46回北陸公衆衛生
学会プログラムが届いた。
10月22日	医療被ばく安全管理委員会・諸澄様より医療
被ばく相談Ｑ＆Ａ書籍が届いた。
10月22日	JARTより日放技発第664号年会費未納者に対
する納入促進についてが届いた。
10月24日	JARTに功労表彰および永年勤続表彰候補者の
推薦を送った。3  0年 白崎伸一郎、西郡克寛、
				 木村裕治
（前田俊浩、指江浩之、松島武雄は辞退）
10月31日	統一講習会を福井県立病院で 2月10～11日に
企画した。
10月31日	JARTより医療関係職種の養成所・養成施設に
おけるB型肝炎に関する教育の推進についてが
届いた。
11月 2日	JART本会との業務委託契約の締結についての
文書が届いた。
11月 2日	賛助会員の名称変更について連絡があった。
11月 4日	レントゲン週間イベントをショッピングシティ ベル
で行った。
11月 6日	JARTへ第11回北陸 3 県診療放射線技師学術研
修会の共催依頼を送付した。
11月 9日	新 事務所に関してアドブレイン熊野さんと契約を
締結した。
11月10日 事務所引っ越し及び清掃作業を行った。
11月11日	JART主催 医療被ばく低減施設認定取得セミ
ナーが福井県立病院で開催された。
11月16日	福井市役所市民税課より平成  3   1年度特別徴収
義務者指定予告通知書の送付及び平成  3   1年度給
与支払い報告書の提出についての書類が届いた。
11月17～18日	富山県国際会議場で中部放射線医療技術学術
大会が開催された。
11月23日 北陸 3 県ソフトバレー大会が開催された。
11月24日	JARTより北陸3県診療放射線技師学術研修会
の1月号に会誌掲載連絡があった。
11月24日	JARTより平成30年度診療放射線技師給与実態
調査のお願いがあり理事に依頼した。
11月25日 事務所引っ越し及び清掃作業を行った。
11月26日	伏見製薬の発送文書が戻った。今後の北陸管
轄は名古屋営業所。
12月 5日	埼玉県診療放射線技師会より第35回JCRT一般
市民特別企画   3   D画像による人体解剖学体験企
画が届いた。
12月 8日	学 術講演会・スキルアップ研修会が開催された。
参加者60名。
12月11日 会費未納者リストが届いた。支払期限は1月31日。
12月12日	福 井県医師会と福井市医師会から新年会の案
内が届いた。
12月14日	西川一誠後援会連合会様よりご推薦お礼が届
き、西川一誠知事 福井県政報告会への参加
の依頼文書が添付された。
12月15日	平成30年秋の叙勲にて蓬莱客館あみやで池野徹
先生の祝賀会が開催された。参加者40名。
12月17日 新事務所の登記が完了した。
12月17日	日本診療放射線技師会理事会会議録が中日本
地域の山本会長より届いた。
12月19日	新事務所で丸文通商 野口様の勉強会が開催
された。

議題１．平成31年度事業計画案、予算について
次年度事業計画案の提示があった。
予算案については新事務所移転に伴い事業の縮小を考え
ている。今回は各委員会に対して、事業縮小の依頼に留
め、次回理事会で予算の決定をする。
議題２．北陸   3   県診療放射線技師学術研修会について
日程：平成31年 3 月 3 日
（日）
会場：福井県済生会病院
研修会に対する説明があった。
実行委員は学術研修委員会と女性活躍推進委員会及び
理事全員にて行う。
内容や予算については詳細を詰めていく。
議題３．技師会法人化40周年事業について
日程：平成31年10月27日
（日） 会場：国際交流会館
予算：会計と相談して前回同様で進めていく。
			 （前回の予算は約100万円）
企画：式典、市民公開講座、祝賀会
			 （各委員会に担当を割り振りする）
議題４．その他
・	平成31年度事業計画案、平成31年度本会計予算案・
地域医療特別会計予算案の検討
・	10月31日 大野市休日急患診療所にて大野市休日急患
診療所運営協議会が開催され荒谷理事が出席した。
	診療所側から土曜日夜間診療・お盆診療の廃止の要望
看護師不足等についての意見が挙がった。
・	平成30年度 福井県診療放射線技師会ボウリング大会
日程：平成31年1月31日（木）
会場：アル・プラザボウル鯖江

掲

示

板

第11回北陸3県診療放射線技師学術研修会
日程：平成31年3月3日（日）10 : 00～16 : 00
場所：福井県済生会病院 本館 2 階 研修講堂
参加登録費：会員 1,000円 非会員 2,000円
プログラム：
❖会員研究発表
10 : 05～11 : 50
❖ランチョンセミナー 12 : 00～12 : 50
『 IQONについて』 株式会社フィリップス・ジャパン
❖教育講演
13 : 00～13 : 55
『診療放射線技師に必要な統計学の基礎』
講師 富士フイルム富山化学株式会社 高徳 桂三氏
❖公開講座
14 : 00～14 : 55
『夢の実現が、僕の人生を変えた』
講師 堺市立総合医療センター 放射線技術科 林 祐樹氏
❖特別企画
15 : 00～15 : 55
『JART女性活躍推進班の取り組み : 北陸3県の活動報告』
『働き方改革を診療放射線技師の視点で考える』
講師 公益社団法人 日本診療放射線技師会 吉川 典子理事

平成30年度（第71回）定期総会のご案内
日程：平成31年5月24日（金）学術講演終了後 開始
会場：福井県立病院 3 階講堂

学術講演のお知らせ

「エキスパートに学ぶ乳腺検査のコツ」
講師：財団医療法人 中村病院 放射線科 吉田未来先生
日程：平成31年5月24日（金）18 : 30 ～
会場：福井県立病院 3 階講堂

（4）

平成31年２月～ ６月
月
2月

3月

日

事 業 予 定 表

本会の主な事業及び行事

関連団体の行事

10～11 業務拡大に伴う統一講習会 （於 福井県立病院）
13

会報「すいせん」144 号の発行

20

平成 30 年度第 7 回理事会

3

第 11 回北陸 3 県診療放射線技師学術研修会

（於 福井県済生会病院）
平成 30 年度第 8 回理事会
（於 技師会事務所）

20

（於 技師会事務所）

22

福井県総合画像研究会

（於 山内整形外科）

4月
5月

上旬
24

6月

会報「すいせん」145 号の発行
第 71 回福井県診療放射線技師会総会

（於 福井県立病院）

中旬

福井県乳房画像研究会 （於 福井赤十字病院）

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。

新 入 会 員 紹 介

第139回福井県消化管撮影研究会のご案内

皆さん よろしくお願いします!!

日 程：平成31年3月6日（水）18 : 45～
会 場：福井県立病院

西野みな子

内容Ⅰ：メーカー情報提供
株式会社島津製作所（未定）
内容Ⅱ：会員発表「追加撮影のポイント」
福井赤十字病院 山崎 亮一
田中病院
山川 典子
内容Ⅲ：症例検討
参加費：300円

勤務先：福井大学医学部附属病院
出身校：岐阜医療科学大学 興味あるモダリティ：MRI

神崎

準平

勤務先：福井循環器病院
出身校：京都医療科学大学

嶋田

興味あるモダリティ：CT

莉子

詳細は研究会ホームページをご覧ください

勤務先：福井厚生病院
出身校：岐阜医療科学大学

http://fukuigi.umin.jp/

興味あるモダリティ：核医学

事務所移転のお知らせ
福井県診療放射線技師会事務所を下記に移転
することとなりました。
何卒ご高承の上 一層のお引立てを賜りますよう
お願い申し上げます。

〒910-0851
福井市米松１丁目16-31 NTビル２階Ａ
TEL.   0 776-57-0696
FAX. 0776-57-0699
福井県診療放射線技師会

Facebook

作成しました。
皆様からの「いいね」お待ちしております。
情報ネットワーク委員会

石田 智一

会員数 315名
平成31年 1 月 4 日現在

新入会
					
					
					
					

山場
和田
石橋
嶋田
神崎

章史
剛
京
莉子
準平

越前町国民健康保険織田病院
笠原病院
福井大学医学部附属病院
福井厚生病院
福井循環器病院

再入会

上坂

秀樹

福井大学医学部附属病院

転

山田樹輝也

出

退 会
					
					
					
					

森田由美子
木津 良智
谷村 由美
塚本 直孝
高橋
治

大阪府診療放射線技師会へ

