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巻頭言

「 医療放射線安全管理責任者を取ろう! ! 」
会 長

山崎

厳

令和元年 5 月 24 日、第 71 回公益社団法人福井県診療放射線技師会総会におきましてすべて
の事業と会計が承認されました。 会員の皆さまのご協力に感謝申し上げます。スローガンは、
「患者さんから見える
“医療被ばく低減”
に取り組もう」で、もう 1 年皆さんと一緒に活動して
いきます。平成 30 年度に行った会員向けや理事会での研修会、医療被ばく低減施設認定の推
進に加えて、医療法施行規則一部改正による「医療放射線の安全管理体制の構築」を達成しな
くてはなりません。これは私たち診療放射線技師会にとってしっかりと取り組んでいかなく
てはならない取り組みです。ご理解ご協力のほど宜しくお願いいたします。
さて、
（公社）
日本診療放射線技師会総会も終了し事業がスタートしました。私は総会のあ
と全国会長によるワークショップに参加し、
「医療放射線安全管理責任者育成の方策」につい
て議論をして参りました。厚労省から医療法施行規則の一部を改正する省令として令和 2 年
4 月 1 日から施行されるという告知が出たことはご存じのとおりです。この改正省令をより具
体化するために、日本診療放射線技師会と厚労省ではより具体的なガイドラインを作成する
こと、地方技師会では県下施設に周知するための教育や体制づくりを始めていきます。認定
制度を活用した講習会の開催や医師会との連携、広報活動をスタートする予定です。医師が
正当化、診療放射線技師が最適化を担保し、医師が診療放射線技師に適切な指示を行う体制
が構築されていれば、診療放射線技師が責任者になれます。ご施設におかれましては、放射
線安全委員会や医療安全委員会などで「医療放射線安全管理責任者」を診療放射線技師が担え
るよう、積極的に取り組んでいただきたいと思います。
今年度も委員会や研究会において、研修会や交流の場を提供していきます。多くの皆さま
のご参加を宜しくお願いいたします。主な事業では、本会は昭和 55 年 3 月 14 日に社団法人と
しての認可を頂き今年度で 40 年が経とうとしております。そこで、10 月 6 日、ユアーズホテ
ルにおいて法人設立 40 周年記念式典ならびに祝賀会を開催する運びとなりました。つきまし
ては、記念式典ならびに祝賀会にご臨席を賜りたくお願い申し上げます。法人設立 40 周年を
節目として、更に県民の健康増進に寄与できるよう努めていく所存であります。式典に先立
ち講演会も予定しています。講演 1 では、県民健康センター所長の松田一夫先生にがん検診
のお話をお聞きする予定です。また講演 2 では、日本診療放射線技師会会長の中澤靖夫先生
に日本診療放射線技師会の取り組みをお話しして頂く予定です。これからの診療放射線技師
の職域拡大や重要課題についてすべての会員が理解し行動していかなくてはなりません。こ
れからも皆さんのより一層のご支援ご協力をお願いいたします。
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第 71回 公益社団法人福井県診療放射線技師会定期総会
日時：令和元年5月24日（金）20 : 30～21: 30
場所：福井県立病院 ３階講堂
○司会進行
高橋 政史
○叙勲 瑞宝双光章 受賞者挨拶
池野 徹（泉ヶ丘病院）
○会長挨拶
山崎 厳
○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）◎は委員長
◎橋本 翔吾（公立丹南病院）
中條 輝美（中村病院）
佐々木 基充（中村病院）
○総会運営委員
（3 名）◎は委員長
◎加藤 智子（広瀬病院）
吉村 昂大（福井循環器病院）
荒谷 繁弘（中村病院）
○議長選出
宮下 和幸（林病院）
○議長登壇
○資格審査委員会報告
総会員数：310 名（平成 31 年 3 月 31 日現在）
出 席 数：  40 名
委 任 状：192 名
合
計：232 名
本会定款第4条第18条の規定に照らし合わせまして、
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9時35分までを予定して
います。
予定時間内に円滑な議事の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）
田賀 陽子（福井赤十字病院）
河邉 大知（福井赤十字病院）

第１号議案

－平成 30 年度事業報告、庶務報告、各委員会報告－

総括ならびに庶務報告、各委員会報告について担当理
事より説明が行われた。
議長：第 1 号議案につきまして質疑をお受け致します
が、質疑のある方は挙手をもってお願い致しま
す。
議長：無いようですので、これをもって質疑を終了し、
採決に移らせてい頂きます。
採決 反対 0 名、保留 0 名、賛成 40 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 30 年度決算報告、監査報告－

総括ならびに決算報告について担当理事より説明が行
われた。最後に福島監事より監査報告が行われた。

議長：第２号議案につきまして質疑をお受け致しますが、
質疑のある方は挙手をもってお願い致します。
議長：無いようですので、これをもって質疑を終了し、
採決に移らせて頂きます。
採決 反対 0 名、保留 0 名、賛成 40 名
第２号議案は賛成多数で可決承認された。

次年度事業案報告

－令和元年度事業計画、予算報告－

総括ならびに事業計画案、予算案について担当理事よ
り説明が行われた。
議長：令和元年度事業計画案、予算案報告に対して、
会場の皆さまからのご意見やご質問が有りまし
たらお受けしたいと思いますが、いかがでしょ
うか。
議長：特にないようでしたら、
次に進みたいと思います。

第３号議案

－令和元年度スローガンの承認－

令和元年度スローガンについて山崎会長より趣旨説明
が行われた。
『患者さんから見える“医療被ばく低減”に取り組もう』
会長：今年度もこのスローガンで事業を運営していき
たいと思います。平成 30 年度に行った会員向
けや理事会での研修会、医療被ばく低減施設認
定の推進に加えて、次年度は医療法施行規則一
部改正による「医療放射線の安全管理体制の構
築」を達成しなくてはなりません。これは私た
ち診療放射線技師会にとって追い風となる事業
なのでしっかりと取り組んでいきたいと考えて
います。ご理解のほど宜しくお願いいたします。
議長：それではただいまの件について、ご意見ご質問
ありますでしょうか
議長：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。
会員一同：拍手
議長：ありがとうございました。

第４号議案

－その他－

議長：議案以外について、執行部から要望、提案があ
りましたらお受けいたします。
会場の皆様より、質問、要望、提案などお受け
したいと思います。
会長：す いせん 10 ページの福井県診療放射線技師会
法人設立 40 周年記念事業の市民公開講座の開
催時期が 10 月 27 日と記載されているが、10 月
6 日に訂正お願いします。
会長：統一講習会の地方開催が今年度で終了という話
がありますので、まだ受けていない人は今年度
受けていただくようお願いします。
議長：他に質疑のある方はいらっしゃいますか。
議長：無いようですので、以上をもちまして本日の議
事をすべて終了させていただきます。皆様の協
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力もあり、とてもスピーディーに終えることが
できました。途中お聞き苦しい点もあったかと
思いますが、無事に議長を務め終えることがで
きました。皆様のご協力感謝いたします。
－議事終了―

平成30年度

第９回

理事会議事録

平成 31 年 4 月 17 日
（金）
18 時 30 分～
場 所：福井県診療放射線技師会 事務所にて
【報告事項】
3 月 27 日		JART より「2020 年診療報酬改定にむけた
調査」が届いた。
3 月 27 日		JART より「都道府県協同事業関連書類
（講
習会開催要綱等）
について」が届いた。
3 月 27 日		埼玉県田中会長より「第 35 回日本診療放射
線技師学術大会演題登録、事前参加登録の
お願い」が届いた。
3 月 28 日		JART より「2018 年度表彰推薦者の結果通
知について」が届いた。
4 月   2 日		福井県税事務所様より、法人県民税 ･ 法人
市民税の均等割申告書および減免申請書に
ついて関係書類が届いた。
4 月   3 日		福井市医師会様より一般社団法人福井第一
医師会と合併のお知らせが届いた。
4 月   4 日		JART より「医療事故情報収集等事業第 56
回報告書の公表について」が届いた。
4 月   4 日		JART より「臨床研究法に係る事務連絡の
送付について」が届いた。
4 月   9 日		JART より「
「再生医療等の安全性の確保
等に関する法律」
、
「再生医療等の安全性の
確保等に関する法律施行令」及び「再生医
療等の安全性の確保等に関する法律施行規
則」の取扱いの一部改正について」が届いた。
4 月 12 日		大野市健康長寿課平瀬様より「大野市休日
急患診療所放射線業務委託契約書
（案）につ
いて」が届いた。
4 月 12 日		県地域医療課石田様より、
「2020 年春の叙
勲の潜在候補者の推薦について」が届いた。
議題１．事業報告案、会計報告案の決議について
「事業報告」
総括についての説明と各委員会による事業報告を、事
業計画に沿って実施状況の説明があった。
「会計報告」
貸借対照表、財産目録、収支計算書、予算額及び損益
執行状況、正味財産増減内訳表、遊休財産について説
明があった。
「事業報告、会計報告に関する監査報告」
事業報告等の監査結果
事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い
法人の状況を正しく示しているものと認めます。理事
の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定
款に違反する重大な事実は認められません。
計算関係書類の監査結果
計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認めま
す。

議長

宮下

和幸

総会開催日
議事録作成日

令和元年 5 月 24 日
令和元年 5 月 28 日

議題２．定期総会の準備について
総会はがき、すいせん 145 号は 5 月 13 日より発送す
る。はがきの回収締め切りは 22 日（必着）とする。
総会準備：理事は 18 時に集合。
議題３．北陸 Ai 研究会の設立について
村中副会長より研究会の申請と規約の説明があった。
6 月 6 日に研究会を開催予定。
議題４．火災保険の継続について
旧事務所は火災保険（什器・備品に対して）に加入し
ており、今回新事務所に対し火災保険の加入を行うか。
（前回は 5 年契約で約 28000 円、最大 100 万円の保証）
今回契約するにあたり、建物の階数・占有面積・建物
構造にて掛け金が算出される。
議題５．福利厚生について
・北陸 3 県ソフトバレー大会
日時：2019 年 11 月 10 日（日）9 〜15 時
場所：金沢大学医薬保健学域保健学類体育館
・夏のレクリエーションについて
 次年度は参加人数が増えるように、委員のいる施設
の最も希望が多かったものをレクリエーションの内容
とする予定。
令和元年度

第１回

理事会議事録

令和元年 5 月 24 日
（金） 定期総会後
場 所：福井県立病院にて
【報告事項】
4 月 24 日		JART より「【日本医療安全調査機構】再発
防止に向けた提言第 8 号の公表について」
が届いた。
4 月 24 日		日本綜研より会計監査における報告書が届
いた。
4 月 26 日		埼玉県診療放射線技師会より第 35 回 JCRT
演題申し込みのお礼が届いた。
					 福井県は３題
5 月   8 日		JART より全国会長 WS、会長会議の出欠
確認が届いた。
5 月 13 日		福井県済生会病院より地域医療カンファレ
ンス 0612 が届いた。総会で配布
5 月 14 日		第35回JCRTより事前参加の依頼が届いた。
5 月 14 日		
「2019 年度第一回 CCRT 運営委員会の日程
調整について」が届いた。
5 月 22 日		JART より全国会長会議 WS の内容が届い
た。
議題１．令和元年度各委員会の名簿の確認について
1、メールアドレスおよび連絡先の変更等の確認
2、元年度各委員会の委員会名簿の確認
3、名刺の作成についての確認
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議題２．総会議事録について
議事録作成 → 文書校正 → 議長の署名・捺印
…次回理事会（6 月 19 日）
総会資料を地域医療課へ提出
実地検査時の指摘事項に沿って資料作成すること
議題３．平成 30 年度定期総会議事録と行政への
平成 30 年度事業報告等に係る提出書について
公益法人行政インフォメーションへの平成 30 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 30 年度の会員名簿（平成 31 年 3 月 31 日現在）
③平成 30 年度事業報告（総括＋各委員会報告）
④平成 30 年度本会の動き

報

告

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
＊公益法人は、毎事業年度経過後 3ヶ月以内に、事業
報告等に係る提出書類を行政庁に提出することになっ
ている。
議題４. 賛助会員の会費と広告費の扱いについて
会費 2 万・広告費 2 万が時期をおいて 2 度の払い込み
であることが煩雑だとの意見を聞くことから、会費納
入方法について検討する。
定款諸規定（会費及び入会費）第２条 会員は、次の
会費（年額）を納入しなければならない。
正会員 8,000 円 賛助会員 20,000 円

第80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

令和元年6月1日、日経ホール
（東京都千代田区）
において第80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つ目は医療放射線安全管理の推進で、
厚労省と折衝し、条件付きではあるが安全管理責任者に診療放射線技師もなれるようになった。これ
からが重要で全国約8,500施設に安全管理責任者を置かなくてはならないため今後、安全管理責任者
の育成講習会を10月に開催予定で、積極的に施設の安全管理責任者になってほしい。2つ目は診療放
射線技師学校養成所カリキュラム等改善検討会について、2年間厚労省と交渉してきた。内容は95単
位から102単位にすることで、主な変更は「参加型の臨床実習」と「画像診断・技術学」を追加すること
である。しかしながら医学放射線との隔たりが大きく今後調整を行っており、今年の秋ごろまでには
決定したい。3つ目は技師法の改正です。技師の仕事の範囲を明確にし、さらに広げていきたい。し
かしながら今回の技師法改正には立法府に議員立法として衆参30名程度の議員の賛成署名が必要であ
る。そのためには日本診療放射線技師連盟が大事になる。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、180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30年度事業報告・決
算報告・監査報告がありました。決算報告では事業費、管理費の大幅な削減効果により予算額内に収
まりました。
お昼の休憩では、前JIRA経済部会長 野口雄司先生の特別講演  
「2020年度診療報酬改定に向けた
課題」
  がありました。
続いて第１号議案の令和元年度事業計画案・第2号議案の予算案について審議がなされました。今
年度も予算削減を行うということで、他にもいくつかの質疑がありました。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 診療放射線技師法改正
（案）
について、第４号議案の
会費等納入規程
（案）
について審議があり、すべての議案
が賛成多数で可決されました。
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。特に診療用放射線の安全管理の推
進の取組みは注視していきたい。安全管理責任者育成に
関する講習会が今年度開催予定である。会員の皆様も最
新の情報を収集し、来年度の医療法施行規則の改定に望
んでいただきたい。

（5）

掲

示

板

業務拡大に伴う統一講習会
福井県開催案内

女性活躍推進委員会からのお知らせ

「マンモグラフィートレーニング
ファントムの貸し出し」
福井県診療放射線技師会ではマンモグラフィー
用のトレーニングファントムの貸し出しを行って
います。ぜひ皆様ご利用ください。借用方法につ
いては下記の通りです。
借用方法：	ホームページの各種申請書から借用書
をダウンロード
	必要事項をご記入の上、下記までお問
合せください。
お問い合わせ先：公立丹南病院 放射線室
TEL 0778-51-2260
小南まで

第142 回 福井県消化管撮影研究会
日時：令和元年8月6日（火）18：45～
会場：福井県済生会病院
東館 3階 カンファレンス8
内容Ⅰ：メーカー情報提供
内容Ⅱ：ディスカッション
「撮り方の工夫・撮影が難しかった例」
参加費：3 0 0 円
今年度から基本的に第１火曜日の開催となります。
お間違えのないようにお願いします。
詳細は研究会ホームページでご確認ください。

今年度は地方開催が最後の統一講習会の年です。
来年度以降は東京など大都市開催のみ予定です。
みなさまの参加をお待ちしております。

第 3 回 9月22日（日）～23日（月）
会場：春江病院
申込方法：日本診療放射線技師会ホームページか
ら申込を行ってください。
申込締切：開催日の 2 週間前までに申込みをお願
いいたします。
今年度が福井県開催の最後の年です。
詳細は福井県診療放射線技師会HPをご覧ください。

第90回 福井CT･MR研究会のご案内
日程：令和元年8月8日（木）18：45～
場所：福井大学医学部附属病院
臨床教育研究センター2階白翁会ホール
会費：500円（軽食を用意させていただきます）
18：45～「情報提供」

株式会社根本杏林堂

19：00～19：45【講演1】
座長：福井県済生会病院 放射線技術部 小林鉄也
演者：株式会社根本杏林堂 学術課 田中恭子先生
「造影のピークを捉えるには
～Test Bouls Tracking～」
20：00～21：00【特別講演】
座長：福井大学医学部附属病院 放射線部 嶋田真人
演者：大阪物療大学 診療放射線技術学科 山口功教授

http://fukuigi.umin.jp/

「CT造影検査の標準化
～なぜ、造影剤量の標準化は必要なのか～」

第12   回 スキルアップ研修会開催のご案内

第12  回中部放射線医療技術学術大会のお知らせ

日時：令和元年10月19日 土曜日
18：10～20：30
場所：福井県済生会病院 東館3階

大研修室

賛助会員紹介 18：10～18：30
ディーセンス株式会社
特別講演 18：30～20：00
『救急撮影時にも応用可能な肘関節X線撮影の
攻略法
（仮題）
』

講師 三菱神戸病院 高井 夏樹 先生
ハンズオンセミナー 20：00～20：30
『肘関節撮影ポジショニングの実技
（補助具を使用して）
』

講師 三菱神戸病院 高井 夏樹 先生

第12回中部放射線医療技術学術大会を下記日程に
て開催いたします。
会期：2019年11月30日（土）
・12月1日（日）
会場：アクトシティ浜松コングレスセンター
演題募集：2019年7月1日（月）～2019年8月30日（金）

会費納入のお願い
会員の皆様には、 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。
令和元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。

（6）

令和元年７月～ 10月

事 業 予 定 表
（公社）福井県診療放射線技師会

月

日

7月

初旬

本会の主な事業および行事

関連団体の行事

会報「すいせん」146 号の発行

6

第 50 回北陸放射線治療研究会（於 高岡市民病院）
第 141 回福井県消化管研究会（於 福井県立病院）

6～7
13
フレッシャーズセミナー、技師長会議（於 福井県立病院）
14～15 業務拡大に伴う統一講習会（於 公立丹南病院）
17
令和元年度第 1 回執行部役員会（於 技師会事務所）
20
25

放射線防護研究会（於 金沢大学附属病院）
第 272 回福井県総合画像研究会（於 福井県済生会病院 ）

8月

27
上旬
6

9月

10
21
25
30～31
31
12～15
14～16
18
22～23
初旬
6

10月

医療情報システム研究会（於 金沢大学附属病院）
県内出身在学生調査・県技師会会員への調査

16

第 142 回福井県消化管撮影研究会（於 福井県済生会病院）
第 90 回福井 CT･MR 研究会（於 福井大学医学部附属病院）
第 73 回 MR 研究会（於 富山大学附属病院）
令和元年度第 3 回理事会（於 技師会事務所）
福利厚生委員会「レクリエーション企画」（於 泰澄の杜）
福井県原子力防災総合訓練
石田智広氏瑞宝双光章受章記念祝賀会（於 福井市内）
第 118 回日本医学物理学会学術大会（於 福井市内）
第 34 回日本診療放射線技師学術大会（於 埼玉県大宮市）
令和元年度第 2 回執行部役員会（於 技師会事務所）
業務拡大に伴う統一講習会（於 春江病院）
会報「すいせん」147 号の発行
福井県診療放射線技師会法人化 40 周年事業

（於 ユアーズホテルフクイ）
令和元年度第 4 回理事会（於 技師会事務所）

17～19
19

第 20 回 CT 立山セミナー（於 立山国際ホテル）

第 47 回日本放射線技術学会秋季学術大会

（於 グランキューブ大阪）

第 12 回スキルアップ研修会開催のご案内

（於 福井県済生会病院）

復活

お詫びと訂正

KIMU’S キッチン

すいせん145号に掲載しております記事中、下記につ
きましては日程の誤りがありましたので、お詫びして
訂正いたします。

会員の方より多数のご要望をいただき誠に感謝して
おります。ご要望にお応えし、今回限りではございます
が「KIMU’
S キッチン」を掲載いたします。

P10 2019事業計画・予算報告
福井県診療放射線技師会法人設立40周年記念事業
開催時期「10月27日」
正しくは
出版事業委員会
「10月6日」です。

会員数 307名
出

安達

					 宮崎

・スライスベーコン 1 枚
・醤油 大さじ 1 杯
・マヨネーズ（好みで）

作り方
① ご飯に粒こしょうを加え、俵型おにぎりを作ります。
② 出来上がったおにぎりにベーコンを巻きます。
③	フライパンに醤油とみりんを加え、弱火でフライパン
を温めます。
④ 加熱されたフライパンにおにぎりをのせます。
⑤	おにぎりを転がしながら、全体的にベーコンに軽く焼
き目がついたらできあがり。

登志樹

新潟県技師会へ

注意・強火では醤油が焦げて苦くなります。
・食べるときは手が汚れるのでお箸をご利用ください。
・マヨネーズを使う場合は隠し味程度の量をおすすめ
します。

隆之

大阪府技師会へ

＊一味マヨネーズにするとさらに美味しくなります。

令和元年6月17日現在

転

～簡単に作れるベーコン巻おにぎり～

材料
・ごはん おにぎり一個分
・粒こしょう 少々
・みりん 小さじ1杯

令和元年度

福井県診療放射線技師会

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

