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□ 巻頭言

「三重県診療放射線技師
会創立70周年を迎えるにあたり」

界外 忠之
一般社団法人三重県診療放射線技師会

会長

この度当会は、創立70周年を迎えることとなりました。私も現会長として
記念式典を開催するにあたり式次第へ寄せる原稿や式典での挨拶のために改
めて当会の歴史を知りたいと思っていたところ、毎日眺めている職場の書棚
の中に、「五十年史 社団法人 三重県放射線技師会」という立派な本があ
ることに気づきました。
これはありがたいとばかりに早速ケースから本を取り出すと、紺色の布製の
表紙に金色の文字で「五十年史」と記されており300頁にわたる厚みと相まっ
て、50年に及ぶ当会の歴史を思わせる重厚感がありながら気品の漂う書籍で
した。
本を開くと、当時の会長であった葛原先生の「創立50年のあゆみ発刊にあ
たり」という挨拶から始まり、北川正恭元三重県知事の祝辞、当時の日本放
射線技師会会長 中村實先生の祝辞へと続きました。
その本によると、当会の始まりは放射線（エックス線）技師の身分法である
診療エックス線技師法が公布された昭和25年の翌年にあたる、昭和26年4月
に会員数50余名にて「三重県エックス線技師会」として設立されたのが始ま
りとのことでした。昭和44年には「三重県放射線技師会」に改称、昭和55年
には「社団法人三重県放射線技師会」として法人格を取得、平成25年4月に
「一般社団法人三重県診療放射線技師会」として認可を受け現在に至りま
す。
この間には、昭和46年に日本放射線技師会第28回定期総会を伊勢市にて開
催し、昭和60年にはⅩ線発見90周年記念式典ならびに第1回全国放射線技師総
合学術大会を四日市市にて開催、さらに同所にて平成7年にⅩ線発見100周年
記念式典ならびに第11回学術大会という日本の放射線技師にとって大きな節
目となる事業を次々とこの三重の地で開催して来たことが記されていまし
た。
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これだけ歴史を知れば恥ずかしくない挨拶ができるなと思った矢先、珍し
い原稿が目に飛び込んできました。「三重県放射線技師超音波研究会を設立
して」自分でもすっかり忘れていましたが、20年前の私がこの50年史発刊に
あたり寄稿していたようです。ようやく2回目の研究会を終えたばかりで、三
重県の超音波のレベルアップに燃えている様子がひしひしと伝わってくる内
容に、少し恥ずかしさを覚えるとともに、何か忘れかけていた仕事への情熱
を思い出させてくれる内容でもありました。
このコロナ禍を経験し今までの常識を変えずにはいられない昨今にあっ
て、変わることの無い三重県診療放射線技師会の歴史を思い起こし、当会の
礎を築かれた先輩諸兄姉のご努力に感謝しながら70周年を迎えたいと思いま
す。
毎日見ているはずの書棚の中の「50周年記念誌」に気づかせてくれた不思
議な力にも感謝しながら。
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□

お知らせ
創立70周年記念式典・レントゲン祭
当日のLIVE配信はこちらから
https://mieart.jp/70th̲ceremony/
日時
場所

：
：

令和3年11月7日（日） 午前13時〜15時
ホテルグリーンパーク津

式次第（タイムテーブル）
〈レントゲン祭〉
13:00〜13:20 日本診療放射線技師会 三重県診療放射線技師会共催企画
第1回一般社団法人三重県診療放射線技師会レントゲン祭
ウイルヘルム

コンラッド

レントゲン博士を偲ぶ

〈記念講演会〉
13:25〜13:55 「JARTが目指す診療放射線技師の将来像」
公益社団法人 日本診療放射線技師会 会長

上田

克彦

別紙1

〈創立70周年記念式典〉
14:00 開式
14:10 〜

1．開式のことば

14:15 〜

2．三重県診療放射線技師会会長挨拶

一般社団法人

14:20 〜

三重県診療放射線技師会

会長

界外

忠之

別紙2

3．来賓ご祝辞
衆議院議員 畦元

将吾

様（ビデオメッセージ）

三重県知事 一見

勝之

様（代読）

（公社）日本診療放射線技師会
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会長

上田

克彦

様

14:35 〜
14:40 〜

4．祝電披露
5．表彰式
被表彰者一覧 別紙3
三重県知事表彰
三重県診療放射線技師会 功労表彰 特別功労表彰
感謝状贈呈賛助会員一覧
賛助会員感謝状進呈

15:00 〜

6．閉式のことば
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別紙4

別紙1
JART が⽬指す診療放射線技師の将来像
公益社団法⼈⽇本診療放射線技師会
会⻑ 上⽥克彦
三重県診療放射線技師会の創⽴ 70 周年の式典開催にあたり⼼からお祝い申し上げます。
貴会におかれましては、昭和 26 年に創⽴されて以来、⽇本の⾼度経済成⻑期を経て現在
に⾄るまで、診療放射線技師の質向上、会員の交流にご尽⼒され、三重県の保健医療の向上
に⼤きく貢献してこられたと存じます。この間の多⼤な御努⼒に対し敬意を表しますとと
もに、永年にわたり、診療放射線技術の向上と医療の発展に尽くされた三重県診療放射線技
師会の皆様に⼼からお祝い申し上げます。
さて、令和 2 年から新型コロナウイルス感染症の拡⼤は何度も波が押し寄せその都度、
医療体制を維持していくだけでも⼤変なご苦労があったと思います。また、社会⽣活が⼀変
し「新しい⽇常」を取り⼊れた社会活動へ変化が求められてきました。⽇本診療放射線技師
会でも、オンラインの利点を活かして、会員にサービスを提供できる事業展開を⽬指してお
ります。
⽇本診療放射線技師会は昭和 22 年の創⽴以来、皆様のご尽⼒により今⽇では 3 万⼈を数
える全国組織となりました。本年には、診療放射線技師法が改正され、新たな業務拡⼤が求
められています。この⼀部には 造影剤投与のための「静脈路確保」というこれまでに診療
放射線技師が経験したことのない”侵襲的医療⾏為“ も含まれております。このため、不安
に感じられている会員も少なくないと想像しています。本講演では診療放射線技師法改正
の経緯と新しい役割に伴う「告⽰研修」についてご紹介させて頂きたいと存じます。
2017 年に「医師の働き⽅改⾰に関する検討会」が発⾜し 2024 年 4 ⽉から勤務医の時間
外労働上限が設けられることになったため、医師から他の医療専⾨職へのタスク・シフト/
シェアを積極的に推進することになりました。
「医師の働き⽅改⾰を進めるためのタスク・
シフト/シェアの推進に関する検討会」が 2020 年 12 ⽉にまとめた最終報告によりますと、
診療放射線技師に関しては法令改正を⾏い拡⼤する業務は以下の 6 項⽬となりました。
1.造影剤を使⽤した検査や RI 検査のために，静脈路を確保する⾏為，RI 検査医薬品の投与
が終了した後に抜針及び⽌⾎を⾏う⾏為。2. RI 検査のために，RI 検査医薬品を注⼊するた
めの装置を接続し，当該装置を操作する⾏為。3.動脈路に造影剤注⼊装置を接続する⾏為（動
脈路確保のためのものを除く）
，動脈に造影剤を投与するために当該造影剤注⼊装置を操作
する⾏為。4.下部消化管検査（CT コロノグラフィ検査を含む）のため，注⼊した造影剤及
び空気を吸引する⾏為。5.上部消化管検査のために挿⼊した⿐腔カテーテルから造影剤を注
⼊する⾏為，当該造影剤の投与が終了した後に⿐腔カテーテルを抜去する⾏為。6.医師⼜は
⻭科医師が診察した患者について，その医師⼜は⻭科医師の指⽰を受け，病院⼜は診療所以
外の場所に出張して⾏う超⾳波検査。これらの業務は医師の指⽰にて実施できることが検
討会報告書に記載されており、具体的な指⽰が成⽴する条件も明記されています。
この報告を受け診療放射線技師法改正も含んだ「良質かつ適切な医療を効率的に提供す
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る体制の確保を推進するための医療法等の⼀部を改正する法律案」が国会へ提出されまし
た。これらの議論と並⾏し診療放射線技師等の業務範囲拡⼤のための有資格者研修の確⽴
および学校養成所教育カリキュラム⾒直しに向けた厚⽣労働省の研究が実施され 2021 年 2
⽉に報告がなされました。タスク・シフト/シェアを⾏う業務内容に関連する教育・研修内
容、告⽰科⽬、審査基準等が検討され、追加業務に関する有資格者研修のカリキュラムの開
発と学校養成所カリキュラムの⾒直しに関して提⾔されました。これに基づいて診療放射
線技師の業務拡⼤に伴う告⽰研修のテキストや e-leaning コンテンツは⽇本医学放射線学会
と⽇本看護協会の監修にて作成されることになりました。医師の時間外労働上限規制が適
⽤される 2024 年 4 ⽉に向け可能な限り早期にタスク・シフト/シェアが実施されることが
望ましいことから、7 ⽉ 9 ⽇の告⽰指定通知を受けて 7 ⽉ 31 ⽇から告⽰研修の基礎研修を
開始し、三重県でも開催される実技研修についても現在準備を進めております。
今回の業務拡⼤の背景は医師のタスク・シフト/シェアによるものであることは、⼗分ご
理解頂いているかと存じます。私は「求めてきた業務拡⼤」から「求められる業務拡⼤」へ
の変化と捉え、貴会の皆様と共に、国⺠の医療に貢献できるよう前進して⾏きたいと存じま
す。
診療放射線技術の発展及び診療放射線技師の質向上に果たす貴会の役割は⼤変重要であ
ると考えます。貴会の皆様には、⼀層のご協⼒を賜りますよう念願しております。最後に、
貴会の益々のご発展と会員並びに関係者の皆様⽅のご健勝とご活躍を祈念しております。
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別紙2
創⽴ 70 周年のご挨拶
⼀般社団法⼈ 三重県診療放射線技師会
会 ⻑ 界 外 忠 之
このたび、三重県診療放射線技師会は創⽴ 70 周年を迎えることとなりました。
当会は、昭和 26 年 4 ⽉に会員数 50 余名にて「三重県エックス線技師会」と
して設⽴されたのが始まりで、昭和 44 年には「三重県放射線技師会」に改称、
昭和 55 年には「社団法⼈三重県放射線技師会」として法⼈格を取得、平成 25 年
4 ⽉に「⼀般社団法⼈三重県診療放射線技師会」として認可を受け現在に⾄りま
す。
この間には、昭和 46 年に⽇本放射線技師会第 28 回定期総会を伊勢市にて開
催し、昭和 60 年にはⅩ線発⾒ 90 周年記念式典ならびに第 1 回全国放射線技師
総合学術⼤会を四⽇市市にて開催、さらに同所にて平成 7 年にⅩ線発⾒ 100 周
年記念式典ならびに第 11 回学術⼤会という⽇本の放射線技師にとって⼤きな節
⽬となる事業を次々とこの三重の地で開催して参りました。
同時に、皆様もご存じのように、三重県放射線技師会ならびに⽇本放射線技師
会の会⻑を⻑きにわたり務められた（故）中村 實先⽣のご尽⼒により、⽇本初
の 4 年制医療系⼤学である鈴⿅医療科学⼤学を昭和 63 年に誘致され平成 3 年に
開学、同敷地内にありました（旧）⽇本診療放射線技師会教育センターと合わせ
名実ともに⽇本の放射線技師の養成、研修の聖地となりました。
現在の三重県診療放射線技師会に⽬を向けますと、会員数は設⽴当初の 10 倍
以上となる 582 名を数え、全国でも有数の会員組織率と伸び率を誇ります。近
年は「変⾰」をスローガンに掲げ、メール配信サービスという会員個々に早く正
しい情報が届く連絡網の確⽴。理事会改⾰。三重県診療放射線技師学術⼤会の再
開。医療被ばく低減施設認定推進事業の⽴ち上げ。各種親睦事業の積極的開催。
30 年ぶりの事務所移転等々、正に「変⾰」という⾔葉に相応しい事業展開を⾏
っております。
更に次世代の技師会運営を⾒通し、技師⻑会議の開催や新たな時代に対応す
るための規程の改定を進めること。組織改変を⾏い、優秀な若⼿技師を本部役員
に登⽤できるよう各種委員会を理事会の下部組織として編成することとなって
います。
私達は全世界的災害ともいうべき新型コロナウイルス感染症を経験し、⼀夜
にしてこれまでの常識が激変することを⾝をもって体験しました。アフターコ
ロナの時代に相応しい⽣活様式が提唱される中、技師会活動や会運営も今まで
の常識を変えざるを得ないと感じています。しかし、こんな激動の時だからこそ
⼀旦⽴ち⽌まり、今⽇の三重県診療放射線技師会の礎を築かれた先輩諸兄姉の
ご努⼒に感謝する、この 70 周年記念式典がそんな機会になれば幸いに存じます。
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今バトンは現役世代である私達の⼿の中にあります。県技師会運営はこの先、
益々舵取りが難しくなってくることが予想されますが、全ては三重県診療放射
線技師会員の未来に夢と希望を与えるため、今⼀度会員諸⽒の⼒を結集し、最良
の形で次世代にバトンを繋いで⾏きたいと切望しています。
最後になりましたが、⽇頃よりご⽀援いただいております関係各位に⼼より
お礼申し上げ、創⽴ 70 周年記念のご挨拶とさせていただきます。
これからも皆様⽅のご協⼒と、なお⼀層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願
い申し上げます。
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別紙3

三重県診療放射線技師会創立 70 年記念被表彰者
三重県診療放射線業務功労者知事表彰
石河 真人
浅沼 源示

三重県診療放射線技師会 功労表彰
難波 一能
山田

剛

北林 厚生

三重県診療放射線技師会

特別功労表彰

山本 幸孝

三重県診療放射線技師会

特別功労表彰

吉田 亘孝

田中 孝

藤川 久元

芝山 裕紀

島岡 勝正
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（統一講習会講師功労）

森田 不二夫

森田 昌枝

別紙4
感謝状贈呈
安⻄メディカル株式会社
エーザイ株式会社
株式会社 ENTORRES
オーラムメディカル株式会社
オリオン電機株式会社
カイゲンファーマ株式会社
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
コニカミノルタジャパン株式会社
株式会社島津製作所
シーメンスヘルスケア株式会社
GE ヘルスケア・ジャパン株式会社
GE ヘルスケアファーマ株式会社
株式会社中部メディカル
テルモ株式会社
東洋メディック株式会社
トヨタ産業株式会社
⽇本メジフィジックス株式会社
株式会社根本杏林堂
バイエル薬品株式会社
富⼠フイルム富⼭化学株式会社
富⼠フイルムヘルスケア株式会社
富⼠フイルムメディカル株式会社
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン
株式会社フェニックス
株式会社フォーム
富⼠製薬⼯業株式会社
伏⾒製薬株式会社
堀井薬品⼯業株式会社
株式会社三⽥屋製作所
株式会社三輪器機
株式会社⼋神製作所
株式会社ワキタ商会
PSP 株式会社
（50 ⾳順 敬称略）

13

第５回三重県診療放射線技師学術大会開催
第5回 三重県診療放射線技師学術大会
及び演題募集のお知らせ（第一報）
大会長

界外忠之

（一般社団法人
大会テーマ

絆

三重県診療放射線技師会会長）

～結びつき～

開催概要
開催日時

：

令和３年１１月２８日（日）

開催形式

：

Zoom による Web 配信

参加費

：

無料

（会員、非会員問わず）

参加申し込み : 事前参加登録
演題募集

：

９：００～１２：３０

（https://forms.gle/nin2jqcyV8PAmmCB6）

２０２１年９月１日～２０２１年１０月３１日まで
詳細は次ページをご覧ください
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□

活動報告
第7回 北勢消化器画像研究会 ON LINE
第７回北勢消化器画像研究会 ON LINE

報告者 JCHO 四日市羽津医療センター 伊藤誠
日時 2021 年 4 月 17 日（土） 20:00～22：55
参加人数 77 名

初心者セミナー

「背景胃粘膜診断の ABC」

要旨
胃の壁は内腔面より、粘膜固有層、粘膜筋
板の粘膜層、粘膜下層、固有筋層、漿膜下
層、漿膜の五層に分かれます。
胃粘膜は、組織構造と機能の面から異なる 3
種類の粘膜があり、口側から噴門腺粘膜、胃
底腺粘膜、および幽門腺粘膜と呼ばれていま
す。
ピロリ菌感染は原則として５歳までに起こる
とされています。ピロリ菌に感染すると表層
性の胃炎を起こし、そして次に粘膜の萎縮が
始まります。徐々に進行していくとやがて腸
上皮化生粘膜に置き換わります。胃小区と胃
粘膜の萎縮程度との関係は、萎縮が軽度な胃
底腺粘膜の胃小区像は大型で
多角形、粘膜萎縮と共に円形化・小型化し、
顆粒間の胃小区間溝も拡大する傾向がみられ
ます。また、粘膜萎縮の程度と腸上皮化生の
程度は相関します。萎縮の初期で平坦な粘膜
面に浅い溝が出現し、微細な網状陰影として
認められます。萎縮の中程度の時期になる
と、深い溝へ変化し、大きな顆粒は中顆粒へ
と分画されていきます。萎縮が高度な時期で
顆粒は更に細分化され小顆粒となります。萎
縮のさいごには、腺窩上皮、腺実質ともに極
端に減少し、粘膜の厚みも薄くなり、粘膜面
は微細顆粒かほとんど消失し平滑になりま
す。
胃Ｘ腺検査における背景粘膜診断は胃がん早
期発見のための撮影・読影技術としても重要と考えます。
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鈴鹿回生病院

丹羽健司先生

講演

「他施設共同研究による胃 X 線像の医師と診療放射線技師によるカテゴリー判定に

関する検討」
講師

みたき検診クリニック

西川

孝

先生

要旨
[背景]
日本消化器がん検診学会では、診療放射線技師
による読影補助の認定制度が実施されている。そ
こで我々は、日本消化器がん検診学会による「胃 X
線検診のための読影判定区分：カテゴリー分類」
を用いて、診療放射線技師によるカテゴリー判定
と医師によるカテゴリー判定の精度について検討
した。
[対象と方法]
対象は、胃がん検診専門技師３０名と胃 X 線検診の読影に従事する消化器内科医１２名
の計４２名とした。方法は、胃 X 線検診を
契機に内視鏡検査にて確定診断の得られた
悪性症例２０例と非悪性症例２０例をラン
ダムに配しカテゴリー判定を行った。尚、
カテゴリー判定の正否区分は良悪性判定を
区分したことから、感度はカテゴリー３ｂ
以上を、特異度はカテゴリー３a 以下を正否
区分とした。
[結果]
医師によるカテゴリー判定の精度は、正診
率 66.3％、感度 65｡0％特異度 75.0％であっ
た。技師によるカテゴリー判定の精度は、正
診率 70.0％、感度 85.0％、特異度 60.0％で
あった。
[結語]
カテゴリー区分を用いた判定において医師
と技師に有意な差は認められなかった。
参考文献
１）

西川孝他：多施設共同研究によるカテゴリー区分を用いたい X 線像の読影経験歴と判定精度の相関性,日本消
化器がん検診学会雑誌,vol59(1),東京,2021,20-30

２）

西川孝他：胃 X 線像における診療放射線技師と医師によるカテゴリー判定の制度に関する検討,日本消化器が
ん検診学会雑誌,vol59(1),東京,2021,31-41
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＝症例検討＝

50 代女性

症例提供

松波総合病院

若井慎吾先生

X 線画像

前庭部大弯側にバリウム斑とたまり像およびひだ集中を認める早期がんという点は、読影者の
一致した意見であった。組織型は分化型と未分化型に深達度はＭとＳＭに意見が分かれた。
内視鏡画像

内視鏡レポート
前庭部大弯に径２cm 大の陥凹面を認める。周堤は不明瞭で、陥凹面の内部に赤色調の隆起を認
め、更にその内部に白苔を伴った潰瘍を認める。
胃潰瘍（s/o Advanced gastric cancer, Ⅱc＋Ⅱa

like advanced）

細胞診結果
#1,2 ： Group2,atypical cells with degeneration
#3

： Group5,adenocarcinoma,sig+por2

#4

： Group5,adenocarcinoma,tub2

#5

： Group1,gastric mucosa with inflammtion
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切除標本
前庭部後壁大弯寄りに 36×
28mm 大の 0-IIa+IIc 病変を認
める。
粘膜下層への浸潤を示唆させ
る像は明らかではなく、pT1a
です。低～中分化腺癌
(por2>sig>tub2>por1)の所見。
口側断端（標本#17）および肛
門側断端（標本#12、#14、#16、
#20、#22、#24、#26、#28、#30）
、
リンパ節転移はいずれも陰性。

Adenocarcinoma

of

the

stomach,

L,Post,

Gre,

36×28mm,

type

0-IIa+IIc,

por2>sig>tub2>por1, pT1a, int, INFb, L0(ly0), V0(v0), Pn0, pPM0(55mm), pDM0(18mm),
pN0: total(0/45); [#1(0/4), #3a(0/1), #3b(0/6), #4sb(0/0), #4d(0/4), #5(0/0), #6(0/13),
#7(0/6), #8a(0/5), #9(0/6)], pStage IA, distal gastrectomy.

腫瘍細胞は粘膜層内にとどまっており、低分化腺癌の成分は充実部と非充実部が混在している。
ただし、局所進行度が pT1a(粘膜内癌)と確定したので、胃癌取扱規約第 14 版(2010 年)に則り、
診断文中では por1 と por2 の亜分類は行わない。

今回の症例は、分化型・未分化型混在であったため拾い上げられる所見が多く研究会終了後ま
で活発な意見交換が行われ、参加者共々非常に勉強になりました。症例を提供していただいた松
波総合病院の若井慎吾先生には心より感謝いたします。
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【研究会活動報告】

第 44 回三重乳腺勉強会
三重乳腺勉強会
第44回
報告 松阪市民病院 濱口 明音

開催方法:YouTube を用いた web 配信
配信期間:令和 3 年 7 月 15 日～8 月 4 日
参加人数：89 名

内容:講演『やれるかなぁ･･･結構大変トモシンセシスの品質管理』
国立病院機構 名古屋医療センター 臨床研究センター セントメディカル・アソシエイツ
広藤 喜章 先生

第 44 回三重乳腺勉強会を YouTube による web 配信（配信期間:令和 3 年 7 月 15 日～8 月 4 日）にて行
いました。概要を報告いたします。
今回の配信を用いた講演では、トモシンセシスの品質管理について国立病院機構 名古屋医療センター
臨床研究センター セントメディカル・アソシエイツの広藤喜章先生にご講演いただきました。
近年、従来の撮影方法である平面的な 2D マンモグラフィ撮影にだけでなく、3D マンモグラフィやトモシンセ
シスマンモグラフィと呼称される場合もある乳房トモシンセシス撮影（digital breast tomosynthesis:DBT）を撮
影する施設が増えてきています。DBT とは、通常の 2D マンモグラフィと同様のポジショニングのまま、X 線管
球を円弧状に移動させて複数回の低線量撮影を行い、取得したボリュームデータを再構成して高精度の乳房
断層画像を作成し表示する手法です。DBT では、腫瘤の辺縁や性状を鮮明に描出できることや、構築の乱れ
やスピキュラなどの線構造が鮮明に描出できる特徴があり、2D 画像に追加することで所見の同定や悪性か
どうかの確信度の向上に役立ちます。
精度の高い画像を維持するためには、日常的・定期的な品質管理が大事となりますが、DBT は、撮影
角度、撮影回数、画像再構成方法などがメーカーによっても異なり、統一した品質管理方法や装置毎の
基準もまだ明確ではありません。今回の講演では、DBT の品質管理方法について講演していただきまし
た。
DBT では、2D 画像とは異なり画像の再構成を行うため、従来の精度管理に追加してこの再構成に関しても
精度管理が必要となってきます。再構成方法は装置により異なりますが、シフト加算法や FBP 法、逐次近似
法などがあります。DBT は乳房内の断層面の画像を任意の深さの断層で再構成することで、深さ方向に重
なった乳腺や病変構造を分離して観察することが可能となるため、この深さ方向に関しても精度管理が必要
となり、複数種類の深さでの画像再構成、またそ の画像の評価が毎日の精度管理として必要となります。マ
ンモグラフィ装置の日常管理は、どの施設でも始業時に行っていると思いますが、先生の講演タイトルでもあ
りますが、『やれるかなぁ･･･結構大変トモシンセシスの品質管理』とありますように、先生自身も、点検内容も
ですが毎日この従来の日常点検に追加して DBT の日常管理を行っていくのは 大変だろうとおっしゃってい
ました。しかし、適切な画質を保持するためには日常管理、定期的な品質管理は不可欠と なるため、DBT を
撮影されている施設では、先生のご講演内容などを元に日常管理の見直しを考えるきっかけになったのでは
ないかと思います。
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□

議事録 第 71 回一般社団法人三重県診療放射線技師会定時総会議事録
第71回 (一社) 三重県診療放射線技師会 定時総会

1 開催日時

令和 3 年 5 月 23 日(日)13:15～14:00

2 開催場所

Web Zoom

3 会員総数

552 名

4 参加会員数

404 名（新型コロナ感染症対策によりオンライン開催となったため事前書面決議方式）

5 総会出席役員

【理事】界外 忠之、山田 剛、武藤 裕衣、森田 英稔、浅沼 源示、丹羽 正厳、
磯部 好孝、難波 一能、刀根 淳也、白藤 裕敏、小林 篤、後藤 末成、
三好 佳仁、姫子松 博洋、福田 剛史、太田 茂治、四竃 明日香、
【監事】中西 左登志、牧 浩昭、
【参与】北岡 ひとみ、
6 総会司会

・丹羽正厳
7 総会の議長の氏名

・松浦佳苗
8 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

・磯部好孝
9

開会の辞

・13 時 15 分、山田副会長が第 71 回一般社団法人三重県診療放射線技師会定時総会の開会を宣言。
10 会長挨拶
11 表彰受賞者紹介

・勤続 50 年表彰受賞者 葛原三千克氏。
・勤続 30 年表彰受賞者 井後新衛氏、大友秀夫氏、鈴木廷氏、森田昌枝氏、小林篤氏、山本憲一氏、
佐光宏泰氏、堀田正弘氏、以上 8 名。
・日本診療放射線技師会地域役員功労表彰受賞者は伊藤守弘氏。
・日本公衆衛生協会公衆衛生事業功労者表彰受賞者は落合嘉平氏。
12 議長選出

・鈴鹿医療科学大学 松浦佳苗氏。
13 議長登壇
14 資格審査を報告

・今回は新型コロナウイルス感染対策の都合上、事前に会員に対して書面評決を求めました。会員総数
552 名に対し、委任状 165 を含む、書面評決 239（合計 404）であったため、過半数を超えている。
定款第 17 条により本総会は成立を宣言。議事録署名 2 名に、森田業務理事及び磯部業務理事を指名
し議案の審議に入った。
15 議事の報告結果及び議案別決議の経過
報告 1 号について報告

・令和 2 年度事業経過を界外会長より報告。
・令和 2 年度庶務報告を磯部業務理事より報告。
・牧監事より外部監事による監査報告書並びに令和 2 年度監査報告書の内容報告。
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・報告 1 号に対し書面も併せ、意見なし。
報告２号について報告

・令和 3 年度事業計画を界外会長より報告。
・令和 3 年度予算を森田業務理事より報告。
・報告 2 号に対し書面も併せ、意見なし。
決議事項の審議

・第 1 号議案、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認について森田業務理事より提案。
・第 1 号議案に対し書面も併せ、意見なし。
・第 1 号議案承認に対し委任状による議決権として、議長 113 票、界外会長 21 票、山田副会長 6 票、
森田業務理事 10 票、磯部業務理事 1 票、丹羽業務理事 11 票、中西監事 3 票、書面評決での賛成 232、
反対 2、保留 5。以上より、賛成多数で第 1 号議案は可決。
その他事項

・その他の事項は書面による事前意見も併せ、なし。
議長は予定の議案はすべて決議され滞りなく審議を終えたことを宣言し、総会役員を解任。
16

議長降壇

17

閉会の辞

・武藤副会長が、第 71 回一般社団法人三重県診療放射線技師会定時総会の閉会を宣言。
以上をもって本日の議案全ての審議を終了し、14 時 00 分に閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。
令和 3 年 5 月 23 日
一般社団法人三重県診療放射線技師会
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議 長

松浦 佳苗

議事録署名人

森田 英稔

議事録署名人

磯部 好孝

令和 33年度
年度 第 第1回
1 回理事会議事録
令和
理事会

1 開催日時

令和 3 年 6 月 29 日(火)19:00～20:45

2 開催場所

Web Zoom

3 出席者氏名 【理事】界外 忠之、山田 剛、武藤 裕衣、森田 英稔、浅沼 源示、丹羽 正厳、
磯部 好孝、難波 一能、刀根 淳也、白藤 裕敏、小林 篤、後藤 末成、
三好 佳仁、姫子松 博洋、福田 剛史、太田 茂治、四竃 明日香
【監事】中西 左登志、牧 浩昭
【参与】北岡 ひとみ
4 進行等
定款第 30 条により会長が議長となり、19:00 開会を宣言した。
理事会を構成する理事 18 名のうち 16 名及び監事 2 名の出席を得たので、
適法に成立する旨を述べ、
議事の審議に入った。(難波、途中参加により最終参加理事 17 名)
5 議事録作成 磯部 好孝
6 議事
【会長報告事項】 (資料 1)
(1)県技師会メール配信サービス vol．89～103 号を配信した
(2)医療安全 Web セミナーを開催した
(3)第 71 回三重県診療放射線技師会定時総会を開催した
(4)第 83 回日本診療放射線技師会定時総会の報告
(5)令和 4 年春の叙勲候補者推薦について

・候補者は伴野先生でしたが資料作成が間に合わず推薦できなかった。
(6)第 22 回三重県超音波研究会の後援依頼について

・規程通り理事会の決議を得ることなく、承認の了承を書面にて回答した。
(7)助成団体事務所使用申請と理事立ち合いについて

・ホームページからの事務所使用申請が可能になった。事務所使用には理事の立ち合いが必要。研究会
に関係する理事がいない場合は執行部から指名する。理事の経費は技師会から支払うこととする。
(8)新型コロナワクチン接種体制への協力について

・厚労省より新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏
まえた対応の在り方等についての通知があった。当該担当への配属依頼があった場合、協力していただ
くようお願いする。
(9)令和 3 年度第 1 回女性部会会議に参加した
(10)令和 3 年度第 1 回中日本地域会長会議に参加した
(11)令和 3 年度フレッシャーズセミナーを開催した
【決議事項】(資料 2)
(1)令和 3 年度新入会員の承認について

・新入会 16 名について全会一致にて承認された。
(2)令和 4 年秋の叙勲候補者推薦について
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・決議せず候補者を表彰員会で検討する。
【検討事項】
(1)助成団体への助成金について

・助成団体会議を開催し検討する。
(2)助成団体が技師会購入 Web 会議ツールを使用することについて

・助成団体への貸出は契約違反。助成団体で契約してもらうことで検討する。
(3)表彰委員会に森田業務理事への参加について

・会長より提案があり業務理事会では問題なしとの結論に至った。
(4)告示研修ファシリテータの選出について（資料 3）

・各県で告示研修を開催するにあたり、研修をサポートするファシリテータを中日本地域で 48 名つく
るよう JART より要請があった。当県は 7 名の枠が認められた。ファシリテータは公募ではなく指名な
ので理事施設の中から選出したいと考えている。
(5)JART 教育委員の交代について

・三重県の JART 教育委員は北岡先生に依頼していたが、この度事情により任期途中ではあるが退任の
申し出があった。後任の教育委員は鈴鹿医療科学大学、松浦先生を JART に申請する。
【継続審議事項】
(1)70 周年記念式典について

・式典準備委員は界外会長、山田副会長、武藤副会長、浅沼業務理事、森田業務理事、磯部業務理事、
白藤理事、太田理事の 8 名で組織し準備する。
(2)事務所備品の購入について

・備品の購入については、両副会長を中心として検討中である。
上記の如く、界外会長より報告があった。
【副会長・業務理事報告事項】
(1)学術担当：山田副会長（資料 4）

・夏季セミナーは令和 3 年 8 月 19 日木曜日開催予定である。
・令和 3 年度学術講演会は令和 3 年 9 月 30 日木曜日開催予定である。
(2)広報総括：武藤副会長 （資料 5）

・令和 3 年 6 月 27 日フレッシャーズセミナーの開催について説明した。
・令和 3 年度第 1 回女性部会会議に参加した。三重県の女性部会単独の事業を秋季セミナーとして令和
3 年 10 月 28 日木曜日 19 時より Web にて開催予定している。
・女性部会でアンケート調査を予定している。
(3)学術担当：丹羽業務理事（資料 6）

・第 5 回三重県診療放射線技師学術大会について、第 1 回実行委員会を開催した。開催日時は令和 3 年
11 月 28 日、テーマは絆でプログラムを検討中である。
(4) 医療安全・危機管理担当理事：姫子松理事

・昨年度年間テーマである医療安全セミナーを令和 3 年 5 月 16 日開催した。
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以上をもって本日の議案全ての審議を終了し、20 時 45 分に閉会した。
上記の通り原本と相違ないことを証明する。
令和 3 年 6 月 29 日
一般社団法人三重県診療放射線技師会
会長
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界外 忠之

令和
3年度 第2回 理事会（メール）
令和 3 年度 第 2 回理事会（メール）議事録
令和 3 年 7 月 28 日(水)9 時発議-令和 3 年 7 月 28 日（水）19 時審議終了

1 開催日時
2 配信者

三重県診療放射線技師会 会長 界外 忠之

3 回答者氏名 【理事】界外 忠之、山田 剛、武藤 裕衣、森田 英稔、浅沼 源示、丹羽 正厳
磯部 好孝、難波 一能、刀根 淳也、白藤 裕敏、小林 篤、山本 房嗣
後藤 末成、三好 佳仁、姫子松 博洋、福田 剛史、太田 茂治 四竃 明日香、
4 議事録作成 磯部 好孝
【決議事項】
三重県医療保健部健康推進課より令和 3 年 7 月 13 日付 日公衛第 37 号 令和 3 年度公衆衛生事業功労
者表彰候補者の推薦（依頼）に対し、表彰審査委員会は表彰および叙勲等推薦規程 第 10 条に則り、審
議したところ、岡田和正氏を候補者とすることを上程する。よって、表彰および叙勲等推薦規程第 9 条
に則り、本件の可否について理事会の決議を求める。
【採決期間】
令和 3 年 7 月 28 日 9 時より令和 3 年 7 月 28 日 17 時発信まで
なお、この間に投票が無かった者については異議がないものとみなし賛成とする。
【審議結果】
当該提案につき議決権を有する理事全員から電磁的記録により異議なく、全会一致にて同意を得たので、
定款 32 条に基づき、当該提案を可決とする理事会の決議があったものとみなす。
以上の通り原本と相違ないことを証明する
令和 3 年 7 月 28 日
一般社団法人三重県診療放射線技師会
理事（会長）
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界外 忠之

□

編集後記

今年度第1号をお届けします。
今年もあっという間に秋が過ぎて行きました。
秋刀魚は値下がりすることもなく冬に突入でしょうか？
コロナ禍が少し落ち着きを取り戻し、三重県診療放射線技師会の行
事も開催される様になってきました。このまま第6波が来ないことを
祈ってます。
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