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社団法人栃木県放射線技師会
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■大田原市（旧湯津上村）の那珂川の畔にある水産試験場に併設された淡水魚の水族館。様々な

淡水の魚類を展示している「おもしろ魚館」の他に公国、展望台、お魚ふれあいステーション

などの施設が整備されている。圧巻はアマゾンの熱帯魚を展示する巨大水槽とドーム型のトン

ネルである。巨大な古代魚ピラルクーや淡水のエイなど海水魚に負けない大きな熱帯魚が水槽
の中を泳ぎまわる。その他にも那珂川の上流域から下流域を模して展示する流域毎の淡水魚の

展示、日本の各種淡水魚、熱帯海水魚、触れる水槽、日本の希少魚の展示コーナなどもある。

■報　　告　第78回定期総会開催報告

■報　　告　平成20年度第1回卒後教育講座開催報告…

■報　　告　第66回日本放射線技師会定期総会に参加して…

■お知らせ　第30回栃木県放射線技師会親睦ゴルフコンペ開催のお知らせ

■事務局報告
｛lNFORMATl0N
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開催日時：平成20年6月15日（日）午前9時30分

開催場所：ウェルサンピア栃木〈鹿沼市栃窪1255〉

正会員総数：467名（平成20年6月15日現在）

出席会員数：293名（内訳：本人出席者27名、委任状出席者217名、書面表決出席者49名）

書　　　記：福田敏幸

議事録署名人：神山辰彦、金田幹雄

会長挨拶後、20年（8名）、35年（1名）勤続功労表彰式があった。

副会長神山辰彦の開会の挨拶に続き総会運営委員長日向野勇が、本日9時30分現在の正会員総数と出席

者を報告し、本日の総会が有効に成立するとの報告があった。

議長、書記、議事録著名人の選出方法を諮ったところ、満場一致を以て執行部案が承認され、議長に

樋口清孝、書記に福田敏幸、議事録著名人に神山辰彦、金田幹雄が選出された。

第1号議案：平成19年度事業経過報告が会長茂木常男よりあった。会場より質問がないため、議長は採

決を行い、満場一致で承認された。

第2号議案：平成19年度会計決算報告が財務部長金田幹雄よりあった。会場より質問がないため、議長

は採決を行い、満場一致で承認された。

第3号議案：平成19年度監査報告が監事若林忠恭より、監査の方法、結果についてあった。会計は適正

に処理されており、会務は19年度事業計画に基づき計画どおりに執行されたとの報告があっ

た。会場より質問がないため、議長は採決を行い、満場一致で承認された。

第4号議案：日本放射線技師会総会の報告が会長茂木常男よりあった。本会から3名出席した。定期総

会の詳細は情報誌に掲載する予定である。日本放射線技師会会長選があり、北村善明が選

出された。

以上で議事は終了となり、閉会の挨拶が副会長野澤幸二よりあり、散会となった。
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▼勤続20年功労表彰金田会員

▲勤続20年功労表彰須藤会員
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平成20年度 

第1回卒後教育講座開催報告 

『日時：平成20年6月14日仕日5：00～　●会場：ウェルサンピア栃木　2階　男体の間 

■参加人数：78名 

講演1：『エリアティテクタCT　AquilionONEの紹介』 

講師　東芝メディカルシステムズ株式会社　　　　　　　　　堤　　　高　志先生 

講演2：『3T－MRlの最新動向』 

講師　シーメンス旭メティテック株式会社 

マーケテイング本部アプリケーショングループ　　今　井　　　広先生 

講演1はRSNAにおいてのサプライズ、Aquilion

ONEの紹介であった。

当初予測されていた256DASではなく320DASと

なった経緯など、臨床的な意義を含めて解説が行

われた。造影時間ズレのないボリュームデータ、

キネテイクスなデータ収集が可能となるなど、Z

軸方向160mmのデータ収集を1Rotationで終了す

る時間分解能の高さを生かした4D－CTの世界を

臨床画像とともにご紹介いただいた。また、新た

な次元に入ったCTの被ばく適正化の重要性を再

認識された会員も多かったことと思う。

講演2は3T－MRIの特徴などを、豊富な資料や

画像を交えて解説いただいた。高いSNRを生かし

た撮像法の紹介、SARを抑える工夫など具体的な

内容であった。

1．5T－MRIのEBMを踏まえた上で、3T－MRIには

新たな知識や取り組みが必要であること、安全性

の問題など、会貞施設に装置導入される際の参考

になる有意義な講演であった。

当日は汗ばむほどの陽気で会貞の集まりが心配

されましたが、多くの方々に受講していただきう

れしい限りでした。また、この場をお借りして講

師を務めていただいた先生方に感謝申し上げます。

学術部副部長　寺　島　洋　一
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6月7日吐）、第66回日本放射線技師会の定期総会

が東京の星陵会館にて開催された。

この時期になるとさまざまな情報（執行部の不利となる）

が飛び交う。今回は、千葉県放射線技師会より抗議声明

文があり、資格審査委員会による総会議長の選出方法に

蝦庇があるという内容であった。日放技会の資格審査委

員会の委員（10名）である私にも関係するということになる。

5月17日比）開催（東京事務所）の委員会で、総会議長に

複数人の立候補および推薦があったため、資格を審査し

適任者を2名選定した。その審議内容と結論が問題だと

いう。委員会の結果（議長の資格無しと判断したこと）を不

服としての抗議声明文で、内容はその判断した理由と根

拠を説明せよとのこと。世間一般的に考えて、選ばれなかっ

た理由をいちいち説明している例は少ないのではないか。

総会の議長を選出するのに、時間が費やされてきた、その

時間短縮が目的の会長通達文書である。
一方、この重要文書を前もって会員に明示していなかっ

た日放技会の情報公開不足・姿勢も大きな問題点を含ん

でいると思う。いつもながら情けなく思う。

※根拠資料の一部

総会議事規程　第5章　第17条第2項に定める総

会の議長の立候補制と推薦制に関する運用および

議長の資格審査に関する運用方針について

平成17年9月23日社団法人日本放射線技師会会長

通達

4、資格審査委員会は、前記により総会議長の立候

補及び推薦書の提出があったときは、書類の精査

に加え、資格等審査し適任者を選定する。

8、資格審査委員会は、適任者を資格審査委員長に

報告、資格審査委員長は適任者の（1）所属の都

道府県（2）氏名を総会に報告、総会の承認を必

要とする。
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前夜に職場の歓迎会があり、若干の体調不良とこのよう

な状況で、波乱が予想される総会が開催された。冒頭の

挨拶で、今回で退任する熊谷会長は、この6年間、技師会

の内部構造改革が必要という気持ちで事業を実施してきた。

本日の総会は総決算と考えている。会員も職業の将来

（会の将来）を考えて審議して欲しいと訴えた。

資格審査委員会報告、総会運営委員会報告と続き、会

場より議長選出方法についての異議が上がる。予想とおり

の展開である。ここで早くも混乱必須かと思うも、総会運営

委員長は『議長も決まっていないので、ここでは審議できない。

議事進行の中でお願いする。』とかわし、資格審査委員会

が選定した議長2名は問題なく承認された。

平成19年度庶務報告・事業報告・決算報告・監査報告

があり、会長は継続教育の必要性を訴え、医療の中で社

会的認知を得るために、技師に不足している部分を補うA

Dセミナーを実施してきた。受講者を20年度末で50％以上

を目標としている。その未受講者のためのetラーニングを7

月ごろから開始していきたい。技師格のシニア格は学士相

当なので、修士・博士課程と進めるよう鈴鹿医療科学大学

と入学可能（社会人コース）な方法を詰め、高学歴・高学

位の放射線技師を育成していきたいなど話された。

ここで、質疑応答となり、いつもながらの活発な

討議となった。

・医療科学社の裁判で、謝罪または退会勧告問題のそ

の後は？（会員からのアクションなし、その後の対応は

検討していか－。）

・昨年12月2日定款改正総会時の会長発言と厚生労

働省担当官の発言内容が食い違っているが？（11月

22日付けで新定款が認められたのが事実としてある。）

・議長選出方法は？（取上げられず、うやむやとなる。）

・臨床実習生のⅩ線照射行為について？

（会長は厚労省より回答がないので良しとするも、質

問者から厚労省の担当官は傷害罪で訴えられる可能
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性ありとのこと。）当面、実習生の照射行為は行わない

ほうが良いと感じた。

その他、沢山の質問・要望等があったが、時間切れで終

了となる。前半の議長は、一部の代議員から異議を申し立

てられた。傍から見て、とても褒められる議長ではないが、あ

る意味では優秀な議長なのかとも思う。（時間内に終了さ

せたこと、質問をはぐらかすなど）

昼休憩の後、平成20年度事業計画案から始まり、会

長は、今回から外部理事8名を選出した。各界トップク

ラスの人選であり、人脈やサジェスチョンをいただけるなどメ

リットがあると話された。その後、予算案と続き、またもや活

発な質疑応答となった。

・人件費は予算書のどの項目にあるのか？（公益法人の

事業費は50％以上にする必要があり、人件費を管理

費と事業費に分けた。それで、67％以上にできた。）

・臨床実習指導教員の更新について（院内教育で取得

することが可能なのでは。）

・ADセミナーを各県で開催可能か？（県単位は考えて

いない。e－ラーニングに移行する。）

・表彰規程のこと（各県会長推薦は、別の団体からの推

薦と考える。）

・会長の給与が多すぎるのでは？（常勤者は常勤役貞

給与規程、その他は役貞手当規程。考え違いがある

のでは。）

・給与規程の根拠が不明であるが？

（古い内容がそのまま残っている。）

今回の総会資料で初めて見た規程がでてきた。公益法

人取得のために必要ということであるが、何故、オープンに

しなかったのか？前述したように情報・文書（規程・規約など）

は、すべての会月に公開すべきではないのか？これでは、

密室主義だと思われてもしかたがないのではと思う。

以上で、通常総会に必須の議案1から6まで執行部

案が承認された。残りの公益社団法人移行のための定款

改正（案）は原案とおり2／3以上の賛成で可決され、教

育センターの取扱については、鈴鹿教育センターを閉鎖し、

処分することとなった。

今回は、役員選挙があり、地域選出理事は中日本地域

のみ選挙、監事とその他の全理事は、信任投票となった。

役員選挙規程では、執行部に有利な理事を選出しないよ

うに、会貞以外の監事と理事会推薦理事のみ有効数の過

半数を得る（信任投票）とある。しかし、選挙管理委員会

が独自の判断で全役員を信任投票とした。そのため、開票

時間が多くかかってしまったこと。反執行部サイドと見られ

ている理事の不信任票数が分かり、人気投票という結果と

なり、とても後味が悪かった。地域理事当人は、もっと複雑

な思いだったのでは。きちんと規程を遵守して欲しい。これが、

総会の基本ルールではないのか。

最後に、熊谷会長が退任の挨拶をされ、3期6年

間の思いを話された。これまで、前中村実会長の背

中と腹を見ながら（良いところと悪いところを見てきた。）、

技師会活動を続けてきた。今まで何人かが会長職にと画

策してきたが、ことごとく失敗に終わった。私には反面教師

として学ぶことができ会長になるのに苦労はしなかった。会

長になった当時から3期ないし4期で退任すると決め

ていた。むしろ、辞める時期を考える方が大変であった。最

近、老眼が進みメガネをしないと感謝状等も読めなくなって

きた。年を感じてきたのも事実である。時代が大きく変わっ

ているのに、会長も変わっていかなければいけない。今後は、

本当に技師会の将来を考えていける人材の育成と可能な

ら小説（技師会の暗部について？）などを書いて余生を過

ごしたい。立場上、本音を話すことができなかったが、機会

をいただければ技師会の内部事情などお話したいと思う。

声を掛けてください。この6年間ご協力ありがとうございま

した。と締められた。

思えば、もう15年程の昔になるが、関東地域学術大会の

懇親会で隣席となりお話したのが最初である。それ以来、

何かと懇意にしていただき、気楽に自由に話ができるという

関係（私が感じていただけかも）をとっていただいた。総会

の前、偶然にお会いしたので、退任する理由をお聞きした。

もう年で惚けてきてしまった。公益法人は95％問題ない、私

がいなくても大丈夫である。これからは、若い人がどんどん

技師会を引っ張っていくべきだ。と答えてくれた。『お疲れ

様でした。今度、ゆっくりと栃木に遊びに来てください。』と

何とも意味のない会話で別れたが、日放技を2度目のリセッ

トする時期と考えたら、今が最もよい機会なのかも知れない。

翌日、新役月による理事会が開催され、新会長に北村

善明氏が決まった。専務理事として、常に矢面に立ち活躍

してきた方である。新しい北村カラーをどこまで出せるか？

期待していきたい。

最後になるが、外部理事が入り、この喧騒とした総会を

どのように思うのか。少々心配になる。杷憂で終われば良

いのだが。
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第30回栃木県放射線技師会親睦ゴルフコンペを下記の要領にて開催致します。

今年は30回の記念大会として豪華賞品を多数用意する予定です。

会貞ならびに賛助会負の皆様におかれましては、奮ってご参加ください。

開催　日：平成20年9月21日（日）

場　　所：東雲ゴルフクラブ

塩谷郡高根沢町亀梨630　　TEL：028－676－0059

集合時間：8時15分（スタート：IN・OUTとも8時49分）

募集人数：12組（48名）

参加費：3，000円

プレー費：11，900円（昼食付き）個人で精算

申込方法：事務所宛に電話でお申し込みください。

なお、走月になり次第締め切らせていただきます。

TEL．028－625－7979（担当：矢野）

轡単産励　　　　ぺふヱ搬

d門『『胃鮭　　　：●人や1
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☆プレー終了後に表彰式を兼ねたパーティーを予定しております。　／′¶



l平成20年度　活動予定表　1 

月　日 �行　事　予　定 �月　日 �行　事　予　定 

20年 7／10 �あすた－と18号発行 �21年 1／10 �あすた－と20号発行 

7／10～12 �第24回日本放射線技師会学術大会 �1／30 �第5回三役会 

7／18 �第2回理事会 �2／13 �第5回理事会 

9／5 �第3回三役会 �3／2 �会誌100号記念誌発行 

9／10 �会誌99号発行 �3／14 �第79回定期総会・第3回卒後教育講座 

9／19 10／4～5 10／11～12 10／31 �第3回理事会 北関東地域放射線技師会学術大会 放射線展 第4回三役会 �3／14 �第4回学術研究発表会 

■情報誌「あすた－と」の原稿〆切は、発行日の20 

11／8 �第2回卒後教育講座 �自前までに広報部必着でお願いします。 

11／10 �あすた－と19号発行 �■技師会会誌の原稿〆切は、発行日の30日前までに 

11／14 �第4回理事会 �広報部必着でお願いします。 

El2　半夏生豊実蒜済至鮨1－日臥
7　小暑蓑忘冠雪菖誓蒜去る

9　ほおずき而9－10東京訃浅草寺

15　ファミコンの自
任天空か家庭用ビデオゲーム機
「ファミリーコンピュータ」を発売（1983）

17　京都祇園祭山鉾巡業

18　光化学スモッグの日
杉並区の高校で生徒41人か倒れる。
日本初の光化学スモック公害発生（1970）

20土用翳詣誌秋の土用

23大暑義男詣完なる
26　日光の日弘法大師か日光山と命名（820）

30　東北自動車道全通記念日
浦和～背森閻全通（1986）

Ell　函臨港まつり（～5）
弘前ねぶたまつり（～7）

2　青森ねぶた祭り（～7）

3　五所川原虫あくりと火まつり

4　竿灯まつり（秋田市、～7）

5　花笠まつり（～7日、山形而）

6　仙台七夕（～8日、仙台而）

9　長崎原爆記念日
11時2分、長崎に原攫投下。死者6～7万人。
翌日、政府はポツダム宣吉の受託を決定（1945）

12　阿波踊り（～15日、徳島而）

高松おとり（～14日、高松而）

16　大文字五山送り火（京都）

22チッテン電車の日露謂絹狩野行0
23　処暑二十出払気の一つ0暑さか峠を越し後退し始める

25　ラーメン記念日（日清食品）
日清食品、即席チキンラーメン発売。当初は85g入り1袋35円で、
すくに30円に値下げ（195【け

28　民放テレビスタートの田
日本テレビ、民間テレビ第1号として午前118壱20分から放映開始。
初のテレビCMは服部時計店（爛工舎）の正午の時報（1953）

29　プロ野球、テレビ本放送開始巨人VS阪神（1951）

30富士山測候所記念日富士山に測候所（1895）

31二百十日雄蘭の一つ。立春から210日目。台風襲来の時期

CDプレーヤー登場発売Ia一〇月1日（1982）

ダイアナ元英皇太子妃、交通事故死
36歳（1997）

編 �暮梅雨らしくない6月が過ぎ、7月になりました。今年も半分が終わったかと思うと、前半にやり残したこ 

集 �とと、これからの予定のことで頭がいっぱいになります。「何ごとも計画的に・‥」分かってはいても難しい 

後 �ものです。さて、今期より広報部長を仰せつかり、不慣れな編集作業でなんとかVol．18を発行することができ 

記 �ました。これからも皆様に役立つ情報を提供できるよう、努力したいと思います。〔編集責任者　樋口清孝〕 

編集・発行　　発行人　茂　木　常　男 
社団法人　栃木県放射線技師会 
〒320－0024　宇都宮市栄町5－7　栄町別館内 

TEL・FAX　O28－625－7979 

銀行振込：足利銀行本店　（普通）1785921 

郵便振替：00340－3－35730 
URLhttp：／／www．tartnet．com／Ermailtart＠ce．mbn．or．jp 
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