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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、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。今年も昨年同様に、福井県診療放射線技師会の活動にご指導、ご協力を賜わり
ますようお願い申し上げます。
2019 年 3 月 11 日、診療用放射線に係る安全管理体制について、
「医療法施行規則の一部を
改正する省令」が公布されました。これを受け「医療法施行規則の一部を改正する省令の施
行等について」および「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインに
ついて」が発出されました。診療用放射線に係る安全管理体制に関する規定は2020年4月1日
に施行されます。今年は各施設で指針の作成、研修などを確実に行う必要があります。県放
射線技師会では法改定に対応出来るお手伝いが何か出来ないか、関係団体と協力して勧めて
いきたいと思います。
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は 163 名（日放技
福井県会員 311 名）
、受講率は約 52％です。今年 1 月に開催された講習会で受講率は 60％と
なります。統一講習会は各県開催が最後の年です。2020 年度以降は首都圏開催のみとなり、
近県では大阪で行われます。昨年11月末に「診療放射線技師学校養成所カリキュラム等改善
検討会」において、2022 年より、現行の 95 単位から 102 単位に移行すること、臨床実習では、
８単位から 10 単位以上の診療参加型実習になることが取りまとめられました。今後、既卒
者は「臨床画像学（正常所見、代表的な異常所見、緊急対応を要する画像所見の学習）等に
関する統一講習会」を受ける予定となります。また、診療放射線技師のさらなる役割拡大も
予定されているため、まだ受講されてない方は早めに受講し、次の統一講習会に備えてくだ
さい。
今年度の事業として、2 月 29 日
（土）に福井県立病院で人材育成セミナー、3 月８日
（日）
に福井県済生会病院で福井県診療放射線技師学術大会があります。 是非とも演題発表と多く
の会員の参加をお待ちしております。

号

（２）
令和元年度

第４回 理事会議事録

令和元年 9 月 18 日（水）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】
8月30日		JART より「仮会員の事務処理について」
が届く。
9月    2日		JART より「診療放射線技師実態調査実施
に伴うご協力について」が届く。
9月    3日		石川県診療放射線技師会より「第 21 回全国
X 線撮影技術読影研究会石川大会の案内」
が届く。
9月    8日		県に原子力防災訓練の報告をした。
9月17日		埼玉県診療放射線技師会より「第 35 回日本
診療放射線技師学術大会の御礼」が届く。
参加者数 2342 名

に比べて線量や面積が小さいことで実災害からほど遠
いスクリーニング訓練となっている。技師の技量を試
すということであれば、もっと小規模の訓練を技師会
の主導（県の後援）で行うことを検討したい。
議題３．第 29 回日本乳癌検診学会学術集会の後援につ
いて
学会名：第 29 回日本乳癌検診学会学術集会
日程：11 月 8 日～9 日
場所：福井商工会議所
実行委員会より後援依頼があった → 承諾

令和元年度

第５回 理事会議事録

令和元年 10 月 16 日（水）18 時 30 分～
場 所：福井県診療放射線技師会 事務所にて

議題２．原子力防災総合訓練の総括
１、人検査除染ブース用のまとめ役として１名配置
２、	指定箇所検査では住民の方に対して立て看板など
で案内掲示
３、	指定箇所検査を待つ住民の方に対して検査の順番
を案内表示
４、服装の徹底

【報告事項】
9月20日		JART より「仮会員の事務処理について」
が届く。
9月26日		JARTより「 放 射 線 被ばく相 談 員 更 新の eラーニング視聴期間変更について」が届く。
9月30日		県地域医療課より「令和 2 年秋の叙勲潜在
候補者の推薦について」が届く。
10月1日		JART より、よこはま乳がん学校開催周知
のご連絡が届く。
10月3日		県立病院経営室長の西野様より「がん（陽
子線治療）に関する市民公開講座のお知ら
せ」が届く。
10月4日		衆議院議員の稲田朋美様より「事務所移転
のお知らせ」が届く。
10月3日		福井市休日急患センター運営協議会に荒谷
理事が出席した。
10月7日		JART より「眼の水晶体の被ばく限度引下
げ等に関する検討会の報告書」が届く。
10月7日		JART より「診療用放射線の安全利用のた
めの指針策定に関するガイドラインについ
て」が届く。
10月11日		NHK 福井放送局より「受信機設置状況調
査について」が届く。
10月13日		JART より「台風 19 号に伴う会員被害調査
期間について」が届く。
10月15日		JART より「第 3～6 回医療放射線安全管理
責任者講習会の都道府県枠について」が届
く。

＜県の意見＞
外国人の避難への対応や、実効性を高めるための住
民検査等のブラインド方式（見た目上で誰が汚染して
いるか分からない）などが検討されている。
＜技師会の意見＞
「線源を探す」とこは実効性を高めることに直結しな
い。原子力防災訓練の目的は、住民に対して速やかに
スクリーニングを行い県外へ避難させることにある。
線源を探すことで時間や労力を費やすことよりも会場
を適切に運用させることが重要である。訓練は実災害

議題１．法人設立 40 周年記念事業の総括
令和元年 10 月 6 日にユアーズホテルフクイにて開催さ
れた。
13時より、県民健康センター所長の松田一夫先生、日
本診療放射線技師会会長の中澤靖夫先生をお招きし、
講演会を開催した。約60名の参加があった。16時より
式典が開催され、福井県知事表彰4名の他、福井県診療
放射線技師会功労表彰、勤続20年表彰、感謝状の贈呈
を行った。多くの来賓の方々に祝辞を頂いた。17時よ
り祝賀会が開催され盛会に終了することができた。

議題１．法人設立 40 周年記念事業について
9 月 18 日（水）に司会の阿部真由美さんと打ち合わせを
した。
会計：表彰者のバラ（ホテルで用意）白 9 個、赤 12 個、
			 ピンク 4 個。
各担当：実行委員 31 名
式典担当：西郡克寛 藤本真一 吉岡千絵 上坂大輔
					 柑本明美
祝賀会担当：小南博子（石田智一）斉藤雅之 宮下和幸
受付担当：荒谷繁弘 高田智仁 廣部知加 村中舞
					 渡辺紗矢 吉村昂大 北川佳孝 小原優貴
					 虎尾政美 北野陽一 高橋政史
記録担当：木村幸治 角田孝明 山岸亮平
市民公開講座担当：宮下芳幸（田泉智明） 山本理佐
									 深田由香里 義元珠美
レントゲン週間担当：田中弘一 渡辺彰仁
費用：（式典横看板、講演会垂れ幕）
司会：FBC の阿部真由美さん
実行委員の集合時間は 11 時

（３）
議題２．CCRT の座長推薦について
被ばく・防護 1 第 3 会場 11 月 30 日（土）
15 : 30～16 : 20 福井県立病院
X 線検査 1（医療安全・その他）第 5 会場
11 月 30 日（土）14 : 30～15 : 20 市立敦賀病院
CT 検査 4（線量評価）第 2 会場 12 月 1 日（日）
11 : 30～12 : 20 福井大学医学部附属病院
議題３．JART の取り組みの強化
・ 医療放射線安全管理講習会について
第３回 2020 年 1 月 12 日（日）
					 日本橋ライフサイエンスビルディング
第４回 2020 年 1 月 13 日（月・祝）
					 日本橋ライフサイエンスビルディング
第５回 2020 年 2 月 1 日（土）
					 日経カンファレンスルーム
					 山崎会長、村中副会長が参加予定。
第６回 2020 年 2 月 2 日（日）
					 日経カンファレンスルーム
・ 医療機器事故調査について
・ 業務調査アンケートについて
・ 台風 19 号の被害状況について
・ 畦元将吾議員後援会について
議題４．福井市休日急患センター業務について
来年度からの大きな変更点として、小児科（こども
急患センター）はセンターの二階で診療を行い、開設・
管理は県小児科医会に委ねられ、運営等は福井市休日
急患センターとは完全に別に行われる。福井市として
は、休日急患センターで内科のみの運営となり、放射
線業務は来年度以降も継続する意向。
来年度以降の小児科の放射線業務契約に関しては、
来年度の一年間の実績を見て検討を行う。放射線業務
の継続をしていくために内科・小児科全体として、Ｘ
線検査のオーダーを増やして頂くようにお願いした。
また、日祝日の夜間に関して、日中に比べ患者数が極
端に落ち込むことが報告され、18 時以降の夜間診療
の廃止を検討している。

令和元年度

第６回 理事会議事録

令和元年 12 月 18 日（水）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】
10月19日		第 12 回スキルアップ研修会が福井県済生
会病院にて開催された。参加者 44 名。
10月22日		法人設立 40 周年記念事業のお礼文を発送
した。
10月25日		JART より「保健医療情報分野の標準規格
の一部改正について」が届く。
10月31日		JART より「厚生労働省令和元年度死亡時
画像診断読影技術等向上研修委託事業につ
いて」が届く。
11月    5日		JART よ り「 都 道 府 県 別 医 療 事 故 報 告 件

数」が届く。
11月    7日		JART より「年会費未納者に対する納入催
促について」が届く。
11月    8日		JART より「眼の水晶体の被ばく限度引下
げ等に関する検討会（厚生労働省労働基準
局安全衛生部長通知）」が届く。
11月11日		JART より「12 月 15 日「憲法改正研修会」
のご案内」が届く。
11月10日		北陸 3 県ソフトバレー大会が金沢大学保健
学類体育館にて開催された。福井県の結果
は、6 チーム中 3 位と 4 位。
11月10日		福井市健康フェア 2019 が開催された。全
来場者数 492 名。
11月14日		大野市より「休日急患診療所放射線業務委託
の来年度の見積書の依頼について」が届く。
11月14日		第 6 回読影撮像セミナーが福井県立病院で
開催された。参加者 38 名。
11月19日		公益法人の運営及び寄附等に関するアン
ケート調査が届く。
11月22日		JART より「年会費未納者への払込票再発
行」が届く。
11月27日		JART より「業務実態調査の期間延長につ
いて」が届く。
11月30日		 第 12 回 CCRT が浜松市にて開催された。
～12月1日		 参加者 744 名（福井県参加者 19 名）。
12月    9日		JARTより「義損金の募集について」が届く。
12月10日		県原子力災害マニュアル部会が開催され
た。西郡副会長出席。
12月16日		JART より「画像診断報告書等の確認不足
に対する医療安全対策の取組について」が
届く。
議題１．令和 2 年度の事業計画案と予算案について
各委員会からの今年度の事業進捗状況と来年度の事
業計画、予算案の検討
令和元年度の予算書は、事務所移転で 4 か月での年間
支出計算、記念式典関連費のため非常に厳しい予算作
成であった。令和 2 年度も福井市休日急患診療所の件
で以前の収入が見込めない状況である。
議題２．来年度からの役職交代について
県がん検診委員
				 （水谷富士夫会員 → 石田智広会員）
県技師会選挙管理委員
				 （片田武彦会員 → 馬場国晴会員）
上記は理事会で推薦する会員である。
＊令和２年１月６日、両名の承諾が得られた。
議題３．JART の取り組みの強化
医療機器事故調査について
		 県医師会に確認中。
業務調査アンケートについて
		 理事監事施設で 1 名、12 月末までに対応
台風 19 号の被害状況について
		 12 月 18 日の理事会で義損金を集めた。

（４）

掲

示

板

第145回 福井県消化管撮影研究会

「人材育成セミナー」

日時： 令和2年2月25日（火）18：45～

福井県診療放射線技師会
女性活躍推進委員会

会場： 福井県済生会病院 東館３階
カンファレンス室８
内容Ⅰ：症例検討


ます

「グループワーク形式討論」
福井県済生会病院

坪内 啓正 さん

この度、下記のごとく人材育成セミナーを開催する

運びになりました。ご多忙とは存じますが、多数の
ご参加をお待ちしております。

内容Ⅱ：会員発表


謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げ

「カテゴリー分類判定を画像資料から学ぶ」
福井県予防医学協会



謹白

＜記＞

平田 智嗣 さん

日時： 令和 2年 2月 29 日（土）

参加費：３００円

時間： 14：00 ～17：00

詳細は研究会ホームページをご覧ください

場所： 福井県立病院 5Ｆ中会議室

http://fukuigi.umin.jp/

【プログラム】

Ⅰ 新人教育のシステム紹介 14：00 ～14：50

第92回 福井CT・MR研究会




日 時： 令和 2年４月 24日
（金）

座長 福井県済生会病院 西村 実優 氏

「スキル表の利用」

福井大学医部附属病院 杉本 勝也 氏

「当院における新人研修の取り組み」

場 所： 福井県立病院



内 容： 各
 メーカのユーザー会の活動報告
MRI で生じるアーチファクトの認識と
対策

Ⅱ 指導者講習 15：00 ～16：00


福井県済生会病院 江尻 有希 氏

「コミュニケーション研修」

講師 アンガーマネージメトコサルタント



加藤 裕美 先生

Ⅲ 特別講演 16：10 ～17：00

公益社団法人 福井県診療放射線技師会

第71回 定 期 総 会

本会定款第14 条に基づき、令和元年度
（第 71回）



座長 公立丹南病院 義元 珠実 氏

「胸痛の画像診断・典型～ピットフォールまで」
講師 公立丹南病院



放射線科 科長 清水 幸生 先生

定期総会を下記のとおり開催いたします。
記
日 時：令和 2年５月 26日
（土）
時 間：17：00~

場 所：福井県立病院 3階講堂

令和元年度

＊今回、女性活躍推進委員会の企画ではありますが、
参加者を絞ってはいません。

＊男 性技師の方も奮ってご参加くださいますよう
お願いいたします。

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

（５）

会
令和2年・3年度

役員選立候補について

令和元年度
（第 71 回）
定期総会において、平成２・３年度
の役員選を行います。役員選挙については選挙管理委員
会において公正に行いたいと考えております。役員の立候
補については下記のとおりとさせていただきます。
期間：令和２年 2月17日～令和 2 年 3月17日( 必着 )
方法：本会ホームページより立候補用紙をダウンロードして
（2月中旬よりダウンロード可）
立候補用紙に必要事項をご記入の上、事務所まで
FAXまたは郵送して下さい。
〒910-0851 福井市米松 1 丁目16-31 NTビル２階
公益社団法人 福井県診療放射線技師会 事務所内

選挙管理委員会 宛

TEL 0776-57-0696：FAX 0776-57-0699
お問合せ：（公社）

福井県診療放射線技師会事務所まで

告
定款
第 21 条 本会に、次の役員を置く。
（1）理事 12 名以上 17 名以内
（2）監事 2 名以内
第 22 条 理事及び監事は、別に定める役員選任規程
に基づき総会の決議によって選任する。
役員選任規程
第 5 条 選挙日の 3ヵ月前迄に選挙告示をしなければな
らない。
第 6 条 役員に立候補する会員の資格と方法は次のも
のとする。
（1）立候補する会員は、前年度末までに会費を
完納していなければならない。
（2）立候補は、正会員 5 名以上の推薦を必要と
し、別に定める様式により選挙管理委員会
に届出なければならない。
第 7 条 立候補の締切りは、選挙日の 60 日前とする。

（６）

事 業 予 定 表

令和 2 年 2 月～ 令和 2 年 5 月

（公社）福井県診療放射線技師会
月

日

2月

初旬
7

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」148 号の発行
第 7 回読影撮像セミナー（於 市立敦賀病院）
第 12 回北陸 3 県合同放射線技師会学術研修会

（於 石川県立中央病院）

16

3月

19

令和元年度 第 8 回理事会（於 技師会事務所）

29

人材育成セミナー（於 福井県立病院）

初旬

大野市休日急患診療所出務者オリエンテーション

初旬

福井市休日急患センター出務者オリエンテーション

8

福井県診療放射線技師学術大会（於 福井県済生会病院）

18

令和元年度第 9 回理事会（於 技師会事務所）
第 76 回日本放射線技術学会総会学術大会

（於 パシフィコ横浜）

4月

5月

中旬

令和元度第 10 回理事会（於 技師会事務所）

上旬

会報「すいせん」149 号の発行

下旬

福井県診療放射線技師会


第 72 回定期総会
（於 福井県立病院）

福井県診療放射線技師会からの
お知らせ

新入会員のご紹介
村中

啓迪

施設名：福井県済生会病院
趣 味：カメラ
興味あるモダリティ：MRI・放射線治療

経費節減のため、今回を持ちまして会報の
郵送を終了させて頂きます。
次号のすいせん149号より、福井県診療放
射線技師会のホームページにて閲覧やダウン
ロードをお願いします。

会員数 319名
令和２年１月17日現在

福井県診療放射線技師会名誉会員

入 会 米村
					 村中

彩
啓迪

福井勝山総合病院
福井県済生会病院

（元会長）の山本稔先生がご逝去さ

					 堂徳

優介

春江病院

					 東

崇高

奥村病院
福井赤十字病院

れました。
謹んでお悔やみを申し上げます。

再入会

勝木

宏輝

退

山本

稔

会

逝去

