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■妙雲寺は、源平合戦後、平重盛の妹である妙雲禅尼が塩原に逃れ草庵を構え、重盛の念持仏である
釈迦牟尼仏を安置したことに始まる、800年以上の歴史を持つ臨済宗の古刹です。
　塩原温泉の中心にあり、５月中頃から境内には3,000株を超える色とりどりの牡丹が咲きはじめます。
今年は５/８㈫～５/31㈭まで、「塩原温泉ぼたん祭り」が開催されます。

妙雲寺（みょううんじ）

■ご案内

第28回 日本診療放射線技師学術大会
会　期：平成24年９月28㈮～30日㈰
会　場：名古屋国際会議場（名古屋市熱田区熱田西町１番１号）
主　催：公益社団法人 日本放射線技師会
実　施：社団法人 愛知県放射線技師会
参加登録：事前登録（平成24年８月31日まで）
　　　　5,000円（正会員）／10,000円（非会員）
　　　　当日登録     
　　　　10,000円（正会員）／15,000円（非会員）
　　　  （学生の参加登録は1,000円）
＊詳細はJART ４月号をご参照ください。

■「あすたーと」の発行も30回目を迎えました！特集記事は
ありませんが、これからもよろしくお願いいたします。
■いよいよ５月21日㈪７：30過ぎ、栃木県でも金環日食が観
察できます。日本で次回観察できるのは、18年後の2030年６
月１日に北海道です…。当日、晴れることを祈りましょう！
■最近、惨い交通事故のニュースが多く、幼い命が消えゆく
ことが残念でなりません。お互い安全運転を心がけましょう。

〔編集責任者　樋口清孝〕

編 集 後 記

■ご案内

ただ今、一般演題の申込みを受付けております。
締切りは平成24年６月20日㈬まで、申込みの手順は以
下のとおりです。
手順１　学術大会ホームページより『一般演題申込書

ひな形』をダウンロードし、申込書を作成す
る（ファイルは２ページ）。

　　　　＊ファイル名を「演者（発表者）氏名」に変更する。
手順２　学術大会事務局のメールアドレス（tart@ce.mbn.or.jp）

宛てに、作成した『一般演題申込書』を添付
ファイルとして送信する。

　　　　＊件名を「一般演題申込み」にする。
手順３　学術大会事務局から『一般演題申込書』受領メー

ルが返信される（一週間以内に受領メールが届
かない場合には、大会事務局まで問い合わせ）。

～申込み完了～
手順４　演題の採否のお知らせ後（事務局よりメール

送信）、抄録原稿を作成し提出する。
＊詳細は、大会ホームページをご覧ください。

平成24年度 関東甲信越診療放射線技師学術大会
演  題  募  集
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2012
MAY■平成24年度　活動予定表

月　日 行　事　予　定
24年
4/ 1
4/21

5/11
5/14
6/ 1
6/ 2
6/16

6/17
7/ 6
7/14
7/17
7/20
9/07
9/21
9/28
～30
9/30
10/ 5
10/ 6
　～7
10/22
11/10

11/16
11/30

25年
1/15
1/18

2/ 8
2/25
3/10

会員数455名
監査会（本会事務所）
第１回三役会（本会事務所）　
第１回理事会（済生会宇都宮病院）
あすたーと30号発行
日本放射線技師会 創立65周年記念式典
日本放射線技師会定期総会
第１回卒後教育講座
第86回総会 勤続20、35年表彰式
フレッシャーズセミナー
第２回三役会
北関東地域会長会議（宇都宮）
会誌104号発行
第２回理事会（済生会宇都宮病院）
第３回三役会
第３回理事会（済生会宇都宮病院）
第28回診療放射線技師学術大会
　　　　　　　　（愛知県名古屋）
会費納入〆切
南北関東地域会長会議（宇都宮）
関東甲信越診療放射線技師学術大会
　　　　　　　　　　（栃木県）
あすたーと31号発行
第２回卒後教育講座（公開講座）
放射線展
第４回三役会（済生会宇都宮病院）
第４回理事会（済生会宇都宮病院）
※11月後半～12月前半　臨時総会
　　　　　　（一般社団に向けて）

あすたーと32号発行
第５回三役会（済生会宇都宮病院）
※医療画像情報精度管理士移行講習
　　　　　　　　（２月末までに）
第５回理事会（済生会宇都宮病院）
第８回学術研究発表会抄録集発行
第87回定期総会・第３回卒後教育講座
・第８回学術研究発表会

公益法人格取得委員会は、適時開催する。

1



会長再任のご挨拶

巻頭言

　社団法人　栃木県放射線技師会

　　　　会　長　神　山　辰　彦

　会員の皆様、本会への絶え間ないご尽力・ご協力
に感謝申し上げます。今年３月に開催されました第
85回定期総会におきまして、私が再度会長に就任す
ることを承認していただきました。副会長には継続
して茂木常男・野澤幸二の両氏にご就任いただきま
す。今後２年間活動させていただきますので、よろ
しくお願いいたします。
　２年前に会長に就任したときには、正直なとこ
ろ、会長の役割の重要さを思い、責任を全うできる
かどうか大きな不安を抱いてのスタートであったこ
とを今でも思い出します。幸いにも、役員ならびに
会員の皆様から強力なサポートをいただき、何とか
一期目を全うすることができたこと、改めて感謝申
し上げます。
　このたび、会長に再任され、さらに２年間、重責
を担うことになりましたが、これまでを振り返り、
至らぬところを反省し、改めて初心に帰って栃木県
放射線技師会の発展のために全力で努力したいと
思っております。
　本会の通年事業の他に、任期中にやるべきことが
３点あります。
１、平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

を大成功に収めること。今年の10月６日㈯・７日
㈰の二日間、宇都宮市の栃木県総合文化センター
において、本会が担当県となり、10年に一度の大
きな大会を開催していくことになりました。東
京・群馬・山梨と続いてきた学術大会をより発展
させていく役割と使命があります。実行委員一
同、精一杯の努力をし、「情報と技術の共有」の
場にしていきたいと思っておりますので、会員の

皆様には、一題でも多くの演題登録と多数のご参
加をお願いいたします。

２、一般社団法人格を取得すること。時間の猶予
は、平成25年11月30日までとなっております。そ
れまでに移行認定（公益法人）・認可（一般法
人）しなければ、解散の憂き目となってしまいま
す。本会は、平成19年11月に最初の公益法人研修
会に参加してから、県民から信頼と信用を得る意
味でも公益法人格取得を目標としてきました。
「医療系の法人は公益法人格取得のハードルは高
くない」との感触を得て、公益法人格取得委員会
を発足し、新定款（案）・諸規程（案）・公益事
業申請書（案）を作成し、県の文書学事課へ訪問
し相談をしてきました。そんな中、いち早く広島
県放射線技師会が公益法人格を取得することにな
り、同じような事業を行っている広島県放射線技
師会の書類を雛型とし、申請文書等を作成してい
けば問題ないとの判断から、平成22年５月の定期
総会において「公益法人格取得を目指す」ことを
提案し承認させていただきました。これまでに、
公益法人格取得委員会は、公益法人等の研修会に
５回、県文書学事課の訪問相談を３回、メールで
の定款（案）、申請書（案）の書類審査依頼を３
回行い、精力的に活動を行ってきました。最初に
得た感触、つまり「公益法人格取得は可能」か
ら、県と相談・交渉を重ねるにつれ、「厳しい・
難しい・無理では」という雰囲気に変わってきま
した。「広島県放射線技師会は例外であり、審査
は甘すぎた。反省している。」という声。国と県

事 務 局 報 告事 務 局 報 告
会員の動静 平成24年４月25日現在

１/13　あすたーと29号発行
１/14　第５回三役会及び公益法人格取得委員会

（栃木県総合文化センター）
〈会長・茂木・野澤・金田・牧島〉

　　 　平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大
会（栃木大会）第３回実行委員会

（栃木県総合文化センター）
１/19　栃木県医師会新年懇親パーティー

（ホテルニューイタヤ）〈会長〉
第３回消化管撮影研究会（鬼怒ヶ丘クリニック）

１/21　梅野一雄氏瑞宝双光章受章祝賀会
（ホテルニューイタヤ）

〈会長・茂木・野澤・福田・大築〉
１/28　第２地区卒後教育講座（第２回）

（獨協医科大学病院）
２/３　第５回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）
　　 　平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大

会（栃木大会）第４回実行委員会
（栃木県済生会宇都宮病院）

２/10　平成24年・25年度栃木県放射線技師会役員
立候補〆切

２/17　第８回栃木県放射線技術研究会
（宇都宮東武ホテルグランデ）

２/18　北関東地域協議会拡大会長会議
（大宮ソニックシティ）〈会長・野澤〉

２/27　第７回学術研究発表会抄録集発行
３/８　第３地区卒後教育講座（栃木県済生会宇都宮病院）
３/11　第85回定期総会、平成24年・25年度栃木県

放射線技師会役員選挙
第３回卒後教育講座・第７回学術研究発表会

（獨協医科大学病院）
３/12　栃木県立がんセンター運営連絡協議会

（栃木県立がんセンター）〈会長〉
３/13　平成23年度公衆衛生事業功労者表彰 表彰式

（大手町サンケイプラザ）〈会長〉
３/14　国際医療福祉大学　学位記伝達式

（那須アスリーナ）〈会長〉
３/16　栃木県生活習慣病検診等管理指導協議会

（栃木県庁）〈会長〉
４/１　会員数455名
４/10　役員変更登記　　　　  （法務局）〈福田〉
４/21　監査会（本会事務所）〈会長・茂木・野澤・

川口・若林・福田・金田・牧島・矢野〉
第１回三役会及び公益法人格取得委員会
（本会事務所）〈会長・茂木・野澤・福
田・金田・牧島〉
第１回消化管撮影研究会（鬼怒ヶ丘クリニック）

●各地区公衆衛生大会
・今市健康福祉センター所長表彰
　　金田　幹雄　獨協医科大学日光医療センター

会の動静

■会員総数　454名
第１地区　 65名　　　第２地区　95名
第３地区　145名　　　第４地区　62名
第５地区　 87名
■新入会
1000/58191　横塚　記代　国際医療福祉大学
■退　会
702/43885　 伊藤　康祐
830/49423　 中村　麗加
971/56185　 相子　真介
878/48218　 山本　智朗
944/　　0　 味戸真菜美
224/17394　 久慈　竹雄
183/15915　 豊田　史郎
158/14181　 佐藤　昌男
236/17983　 三澤　一郎
522/20685　 伊藤　　登
270/19031　 縫島　　修
296/19837　 横倉　健二
195/16514　 澤　　佳延
■転　出
柳　　浩之　埼玉県へ
■異　動
松村　義光　国際医療福祉大学病院 → 自宅
川口　俊郎　国立病院機構栃木病院 → 自宅　
野澤　幸二　栃木県立がんセンター
　　　　　　　 → 県西健康福祉センター
幸田　好弘　栃木県立がんセンター
　　　　　　　 → 県北健康福祉センター
小野田　彰　県北健康福祉センター
　　　　　　　 → とちぎリハビリテーションセンター
上村　勝美　県東健康福祉センター
　　　　　　　 → 栃木県立がんセンター
谷田部克浩　国立病院機構東埼玉病院
　　　　　　　 → 国立病院機構栃木病院
髙田　英明　下都賀総合病院 → 石橋総合病院
板倉　一輝　石橋総合病院 → 下都賀総合病院
■病院名変更
伊澤外科整形外科 → 医療法人天佑会 伊澤整形外科
■ご結婚おめでとうございます。
平成24年２月25日　栗田　聡文

（栃木県済生会宇都宮病院）
平成24年３月11日　鈴木　貴雄（福田記念病院）
平成24年３月24日　江﨑　　徹

（自治医科大学附属病院）
■お悔やみ申し上げます。
平成24年２月13日　ご尊父様　吉橋　昌宏

（自治医科大学附属病院）
平成24年２月23日　ご尊父様　石井　純子

（獨協医科大学病院）
平成24年３月10日　ご尊父様　棚井　壱歩

（自治医科大学附属病医院）
平成24年４月19日　ご母堂様　椎名　広晶

（獨協医科大学病院）

表彰　おめでとうございます
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の判断は違うもの、担当県により公益事業の判断
が大きく異なる。申請書等の作成には司法書士に
依頼する必要があり、100万程度の費用が必要。
公益法人として活動していくには、公認会計士や
税理士など経理事務の精通者が必要、など本会に
とっては多大な費用がかかることもわかってきま
した。本会だけで行えば、公認会計士や税理士の
依頼は別としても司法書士に依頼することは必要
ないのではと考え、これまで何とか頑張ってきま
した。しかし、今年２月末の県からの回答を鑑
み、「これ以上はどうすることもできない。公益
法人格取得はあきらめよう。」と判断を下した次
第であります。本会の目的（存在意義）は、「放
射線技師の職業倫理を高揚し、医療放射線に関す
る技術及び知識の向上を図り、もって県民の医療
と保健の維持発展に寄与するために事業を行
う。」であります。つまり本会の事業は、会員に
対する相互扶助事業を除けば、直接的及び間接的
にせよ、すべて県民のために行っています。一
方、県は「不特定かつ多数の者の利益増進」とい
う大義名分を掲げ、本会事業の一部は「公益」で
はなく「共益」になるとのことでした。この考え
方の乖離がすべての始まりで原因であります。特
に、会誌及び情報誌を本会の会員以外の者（県内
のすべての医療機関・公共施設などに配布するな
ど）にも発行することが公益事業の前提条件と譲
りませんでした。それでは、会誌等の発行を公益
目的事業会計ではなく、法人会計の中に入ればよ
いのではとなりますが、「公益目的事業費率50％
以上となるように公益目的事業を行わなければな
らない」とあり、会費収入の少ない本会ではそれ
をクリアしつつ将来に渡り維持していくことは難
しくなります。ここで無理をして公益法人とな
り、維持できなければ一般法人に戻ることは叶わ
ず、解散となってしまいます。それでは会の存在
価値として本末転倒であり、将来の技師会活動に
禍根を残すことになります。締め切り期限も迫っ
ており、とりあえず一般社団格を取得し将来の役

員に判断を委ね、可能なら公益法人格取得を目指
してもらおうという最終の判断に至りました。こ
の６月の第86回定期総会におきまして、「公益法
人格取得取消と一般法人格取得への方向転換」の
議案を提出させていただきます。会員におかれま
しては、何卒、趣旨をご理解の上、ご承認くださ
いますようお願い申し上げます。そして、一般社
団法人として認可されたならば、本会は会員の共
益事業をメインとし、より会員の利益向上に努め
る活動を進めていく所存であります。例えば、会
員以外の者は、本会が実施する講習会・研修会・
卒後教育講座等に参加できないことになります。
公益法人の場合、講習会等の参加費を会員と非会
員の差が大きくならないよう指導されますが、一
般社団法人は自由裁量であります。このような現
状から、診療放射線技師としての技術及び知識の
向上を図るため、本会に入会するよう働きかけを
お願いいたします。

３、日本放射線技師会との協働を図ること。日本放
射線技師会が行っている全国統一の臨床研修（一
般撮影・乳房・消化管・核医学・放射線治療・Ｍ
ＲＩ・Ｘ線ＣＴなどの基礎講習）や更新及び移行
講習会（医療画像情報管理士など）、フレッ
シャーズセミナーなどを本県を会場として実施し
ていきます。内容や日程など北関東地域５県の放
射線技師会と協議の上、企画・運営していきます
ので、開催時にはご参加くださいますようお願い
いたします。

　最後に、今後の２年間、（一般社団に認可された
ら変更になる？）会員の皆様とともに、本会のさら
なる発展と診療放射線技師の地位向上に貢献いたす
所存ですので、ご要望、ご意見をどんどんお寄せい
ただきたく思っております。
　今後とも何卒ご協力を賜りますよう、よろしくお
願い申し上げます。

2012年４月
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会 告
第86回 定期総会開催について

　平成24年度 栃木県放射線技師会第86回定期総会を定款第22条の規定に基づき、下記のとおり
開催いたします。

記
　　日　時：平成24年６月16日㈯　17時00分開会（16時45分受付）
　　会　場：ニューサンピア栃木
　　　　　　　鹿沼市栃窪1255  TEL 0289-65-1131
　　内　容：１．開　　会
　　　　　　２．会長挨拶
　　　　　　３．表  彰（20年、35年勤続功労表彰）
　　　　　　４．総会運営委員会報告
　　　　　　５．議長選出
　　　　　　６．書記及び議事録署名人選出
　　　　　　７．議  事
　　　　　　　　　第１号議案 平成23年度事業経過報告
　　　　　　　　　第２号議案 平成23年度会計決算報告
　　　　　　　　　第３号議案 平成23年度監査報告
　　　　　　　　　第４号議案 公益法人格の取得変更と一般法人格取得への方向転換について
　　　　　　　　　第５号議案 その他
　　　　　　８．閉　　会

以　上
　　　　　　　※ 総会に出席の際は、別送の総会資料をお持ちください。

新鹿沼

鹿沼

花木
センター

東北自動車道

R121

鹿沼I.C

N

日
光
線

R29
3 

R293 

大
谷
街
道

至宇都宮

ニューサンピア栃木
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会 告
平成24年度

第１回 卒後教育講座開催について
　平成24年度 第１回卒後教育講座を下記のとおり開催いたします。つきましては、ご多

用中とは存じますが、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

記

　　日　時：平成24年６月16日㈯　15時00分開会（14時30分受付）

　　会　場：ニューサンピア栃木

　　　　　　鹿沼市栃窪1255　TEL 0289-65-1131

　　内　容：「平成24年度診療報酬改定のポイントについて」

　　　　　　　　●コヴィディエンジャパン株式会社　セールス＆マーケティング部

　　　　　　　　　　東日本リージョン　東日本第２チーム　画像診断　医薬情報担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富永　伸矢 先生

　　　　　　「手術におけるNavigationSystemについて

　　　　　　　　　　　　　　　　（外科用X線撮影装置とのLink）」

　　　　　　　　●シーメンス・ジャパン株式会社　　　講師：未定

　なお、講座終了後　㈳栃木県放射線技師会第86回定期総会がありますので、多数の会

員の出席をお願いします。

報 告
開 催 報 告

■期　　日：平成23年10月29日 ㈯ 　　■会　　場：大田原市ふれあいの丘

■参加人数：19名

第１演題

第２演題

「放射線科業務とDICOM」
　　　講師：東芝メディカルシステムズ株式会社　鈴木　真人 先生

「知っておきたい造影剤Ｑ＆A」
　　　講師：第一三共株式会社　北島　正則 先生

平成23年度
第１地区卒後教育講座開催報告

　10月も終盤となり木々の葉もすっかり色づき、
冬の気配が見え始めました。例年より早く、月末
の金曜日に大田原市ふれあいの丘において、栃木
県放射線技師会第１地区卒後教育講座が開催され
ました。

　フィルムレス化に伴
うネットワークの複雑
さの中、我々放射線技
師も業務とDICOM規格
に関しては詳しい知識
が要求されてくること
と考え、今回の講演を
行っていただきまし

た。また、復習の意味を込めまして造影剤の副作
用等についても行いました。
　今やコンピューターなしで生活することができ
なくなってきています。我々が毎日行っている各
種検査がコンピューター化され、Windowsベース
で動いています。病院内の各職種の処理もコン
ピューター化により、画像だけではなく日常業務
全体を通して、データの通信について知っている
ことが必要となりDICOMについて知ることは重
要なことです。
　患者の受付から、紙ベースで動いていたものが電

子化されると各端末で入
力が済むようになりま
す。オーダーなどは患者
が行く前に各端末にて確
認でき、検査装置には氏
名の入力が手入力から
検査機器が直接受け取

れるため氏名の間違いなどなくなります。
　検査の実施もパソコン上で行われるため、会計
処理が短時間で済むようになるなど利点がありま
す。これらの処理をするには規格化されたデータ
の処理が必要で、DICOMの定義されているサー
ビスについて知っていると、できるものと不可能
なことがわかり、管理できると思われます。
　DICOMの内容はとても複雑で理解することは
なかなか難しいと思いますが、その概要を上手く
まとめていただき、どんなものなのか知ることが
できました。
　造影剤に関しては疑問点をQ&A方式で解答し
ていただきましたが、とてもわかりやすく説明し
ていただきました。忘れかけていたことを再確認
できました。ありがとうございました。

第１地区理事　吉　成　亀　蔵

東芝メディカルシステムズ㈱
鈴木　真人 先生

第一三共㈱　北島　正則 先生
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会 告
平成24年度関東甲信越放射線技師学術大会

１．会　期：平成24年10月６日㈯～７日㈰

２．会　場：栃木県総合文化センター〈ＪＲ宇都宮駅（約1,600ｍ）・東武宇都宮駅（約700ｍ）〉
　　　　　　　〒320-8530　栃木県宇都宮市本町１-８　 TEL：028-643-1000
　　　　　　宇都宮東武ホテルグランデ（情報交換会）
　　　　　　　〒320-0033　栃木県宇都宮市本町５-12　TEL：028-627-0111

３．大会HP　http://www.tartnet.com/2012kantogakkai/index.html

４．主　催：社団法人日本放射線技師会 
　　　　　　社団法人新潟県放射線技師会・社団法人栃木県放射線技師会
　　　　　　社団法人茨城県放射線技師会・社団法人群馬県放射線技師会
　　　　　　社団法人埼玉県放射線技師会
　　　　　　社団法人千葉県放射線技師会・社団法人東京都放射線技師会
　　　　　　社団法人神奈川県放射線技師会・社団法人山梨県放射線技師会
　　　　　　社団法人長野県放射線技師会

５．実　施：社団法人栃木県放射線技師会

６．後　援：栃木県・宇都宮市・下野新聞社・㈳栃木県看護協会

７．参加登録費：大会HP上で事前登録
　　　　　　　　　　3,000円（会員事前登録）、 5,000円（非会員事前登録）
　　　　　　　　　　5,000円（会員当日登録）、 7,000円（非会員当日登録）
　　　　　　　　　　1,000円（学生参加費：事前・当日登録）
８．情報交換会会費：大会HP上で事前登録
　　　　　　　　　　5,000円（会員事前登録）、 7,000円（非会員事前登録）
　　　　　　　　　　7,000円（会員当日登録）、11,000円（非会員当日登録）

９．プログラム：特別講演・市民公開講座・教育セミナー・シンポジウム・一般研究発表
　　　　　　　　ランチョンセミナー・企業展示

大会テーマ 『日本の今、医療界の今、そして未来へ』

大 会 会 長▶神山　辰彦〈自治医科大学附属病院〉
実行委員長▶野澤　幸二〈栃木県県西健康福祉センター〉
大会事務局▶〒320-0033    栃木県宇都宮市本町12番11号　栃木会館２階　社団法人 栃木県放射線技師会事務所
　　　　　　　　　　        TEL・FAX  028-625-7979　　URL： http://www.tartnet.com/　　E-mail:  tart@ce.mbn.or.jp

6



平成24年度・25年度　役員人事 ㈳栃木県放射線技師会

監　　事　　川口　俊郎　　　若林　忠恭

常務理事 福田　敏幸

総務部長 牧島　正道　　　副部長　福田　敏幸
　　　　　　　　生涯学習委員　福田　敏幸／牧島　正道／金田　幹雄／樋口　清孝

財務部長 金田　幹雄　　　副部長　吉成　亀蔵

組織部長 柏﨑　克彦　　　副部長　斉藤　　稔

女性部長 遠藤　奈美

学術部長 吉成　亀蔵　　　副部長　寺島　洋一
　　　　　　　　委　員　柳沢三二朗／大築　慎一／江原　信隆／斉藤　　稔　

広報部長 樋口　清孝　　　副部長　黒川　元晴
　　　　　　　　委　員　野澤　幸二／牧島　正道

企画部長 小黒　　清　　　副部長　柏﨑　克彦
　　　　　　　　委　員　神山　辰彦／遠藤　奈美／黒川　元晴／金田　幹雄
　　　　　　　　ホームページ担当委員　大武　正男

地区理事 （１地区）吉成　亀蔵　　副地区理事　樋口　清孝　
（２地区）小黒　　清　　副地区理事　遠藤　奈美
（３地区）大築　慎一　　副地区理事　黒川　元晴
（４地区）長沢　雅史　　副地区理事　江原　信隆
（５地区）寺島　洋一　　副地区理事　斉藤　　稔

地域医療対策（表彰） 部　長　長沢　雅史
副部長　江原　信隆　　　委　員　各地域より１名

公益法人格取得委員 委員長　牧島　正道　　　副委員長　福田　敏幸
　　　　　　　　　　　　委　　員　神山　辰彦／野澤　幸二　
　　　　　　　　　　　　　　　　　金田　幹雄　　

選挙管理委員（平成23年・24年度） 委員長　須藤　昌彦　　　委　　員　木村　和弘／市川　和秀

地域医療対策部 各地域委員（11地区）

宇都宮地域：福田　敏幸　　大田原地域：吉成　亀蔵　　矢 板 地 域：若林　忠恭
烏 山 地 域：吉原　淳一　　日 光 地 域：岩上　浩忠　　鹿 沼 地 域：遠藤　奈美
真 岡 地 域：黒川　元晴　　小 山 地 域：柳沢三二朗　　栃 木 地 域：斉藤　　稔
佐 野 地 域：江原　信隆　　足 利 地 域：茂木　常男

会　　長 神山　辰彦

茂木　常男　　　野澤　幸二副 会 長
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各地区連絡員担当施設名一覧

１地区

２地区

３地区

４地区

５地区

その他

連絡員名担当地区 施　　　　　　　設　　　　　　　名

西方病院・県西健康福祉センター
上都賀総合病院・鹿沼整形外科・池田脳神経外科

宇都宮記念病院・栃木県保健衛生事業団・冨塚メディカルクリニック・鷲谷病院
真岡病院・新上三川病院・県東健康福祉センター・福田記念病院
宇都宮社会保険病院・倉持整形外科内科今宮

佐野市民病院・佐野医師会病院・長島医院・かみもとスポーツクリニック
佐野厚生総合病院

自宅・県外勤務者

小山市民病院・小山広域保健衛生組合
星野病院・小山整形外科内科・三田整形外科
下都賀総合病院・とちの木病院・中野病院

足利赤十字病院・足利市役所福祉部健康課・開成整形外科病院・今井病院
本庄記念病院・安足健康福祉センター・皆川病院・みくりや整形外科
長崎病院・足利第一病院・大岡胃腸内科医院・鹿島整形外科

大田原赤十字病院・県北健康福祉センター・黒須病院・菅間記念病院・東芝メディカルシステムズ㈱
福島整形外科病院・国際医療福祉大学・国際医療福祉大学病院・那須高原病院
菅又病院・那須脳神経外科病院・中津川循環器科内科クリニック・尾形クリニック
国際医療福祉大学塩谷病院・栃木県医師会塩原温泉病院・那須中央病院・矢板南病院・那須南病院

日光野口病院・今市病院・足尾双愛病院・日光市民病院・川村医院
川上病院・森病院・獨協医科大学日光医療センター

栃木県立がんセンター・宇都宮病院・藤田医院・宇都宮東病院・栃木県健康増進課
日本トータルメディカルシステム・宇都宮健康クリニック・倉持病院・生協ふたば診療所
佐々木記念クリニック・北宇都宮駐屯地医務室・宇都宮南病院・宇都宮中央病院
とちぎリハビリテーションセンター・村井整形外科医院　

栃木県済生会宇都宮病院・市役所民生部健康課・比企病院・宇都宮市医療保健事業団
吉川整形外科・県立岡本台病院・柴病院・星脳神経外科
藤井脳神経外科病院・飯田病院・栃木県厚生農業組合連合会・御殿山クリニック
国立病院機構栃木病院・小林外科クリニック
桜井内科・沼尾病院・荒井胃腸科外科・やはぎ整形外科クリニック・高瀬整形外科

芳賀赤十字病院・ホンダエンジニアリング㈱･日産自動車健康保険組合栃木地区診療所
本田技術研究所四輪Ｒ＆Ｄセンター・本田技研真岡工場健康管理センター

（平成24･25年度）

大　垣　拓　史
自治医科大学附属病院春　名　克　義
伊澤整形外科・小金井中央病院・石橋総合病院外　石　　　充

野　中　克　夫

長　沢　雅　史

大　川　公　利

藤　本　健　司

飯　野　　　誠

小　菅　幸　一
柏　﨑　克　彦

園　部　富美恵

佐　藤　　　宏

牛　久　　　誠
獨協医科大学病院・野木病院・整形外科メディカルパパス猪　瀬　智　哉

飯　島　　　渉

岩　上　浩　忠

郡　司　康　範

和　田　倫　行

事　　務　　局
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地 区 別 担 当 連 絡 員

１

2

3

4

5

連絡員名地区 施　　設　　名 勤　務　先　住　所 勤務先電話番号

（平成24･25年度）

郡　司　康　範

岩　上　浩　忠

飯　島　　　渉

牛　久　　　誠

猪　瀬　智　哉

園  部  富美恵

佐　藤　　　宏

小　菅　幸　一

藤　本　健　司

柏　﨑　克　彦

飯　野　　　誠

大　川　公　利

長　沢　雅　史

和　田　倫　行

野　中　克　夫

大　垣　拓　史

春　名　克　義

外　石　　　充

大田原赤十字病院

日光野口病院

西方病院

上都賀総合病院

獨協医科大学病院

栃木県済生会宇都宮病院

栃木県立がんセンター

真岡病院

宇都宮社会保険病院

宇都宮記念病院

芳賀赤十字病院

足利赤十字病院

佐野市民病院

佐野厚生総合病院

小山市民病院

下都賀総合病院

自治医科大学附属病院

自治医科大学附属病院

0287(23)1122

0288(50)3111

0282(92)2323

0289(64)2161

0282(87)2177

028(626)5500

028(658)5151

0285(84)6311

028(653)1001

028(611)5614

0285(82)2195

0284(21)0121

0283(62)5111

0283(22)5222

0285(21)3822

0282(22)2551

0285(58)7149

0285(58)7149

028(625)7979㈳栃木県放射線技師会事務所

大田原市住吉町2-7-3

日光市野口445

栃木市西方町金崎273

鹿沼市下田町1-1033

下都賀郡壬生町北小林880

宇都宮市竹林町911-1

宇都宮市陽南4-9-13

真岡市荒町3-45-16

宇都宮市南高砂町11-17

宇都宮市大通り1-3-16

真岡市台町2461

足利市本城3-2100

佐野市田沼町1436

佐野市堀米町1728

小山市若木町1-1-5

栃木市富士見町5-32

下野市薬師寺3311-1

下野市薬師寺3311-1

宇都宮市本町12-11 栃木会館２Ｆ

〒324-8686

〒321-1424

〒322-0601

〒322-0036

〒321-0207

〒321-0974

〒320-0834

〒321-4305

〒321-0143

〒320-0811

〒321-4306

〒326-0808

〒327-0317

〒327-0843

〒323-0028

〒328-0044

〒320-0498

〒320-0498

〒320-0033 
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開 催 報 告
報 告

第85回 定期総会開催報告

　　　　　開　催　日：平成24年３月11日㈰
　　　　　開 催 場 所：獨協医科大学病院　関湊記念ホール（下都賀郡壬生町北小林880）
　　　　　正会員総数：465名
　　　　　出席会員数：307名（内訳：本人出席者41名、委任状出席者222名、書面表決出席者44名）
　　　　　書　　　記：福田敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）
　　　　　議事録署名人：野澤幸二、牧島正道（栃木県立がんセンター）

　会長神山辰彦の開会挨拶に続き、総会運営委員長が当日11時30分時点の正会員数と出席者数を報告し、
本会の総会が有効に成立する旨を告げた。
　議長、書記並びに議事録署名人の選出方法を諮ったところ、満場一致をもって執行部案が承認され、議
長に樋口清孝、書記に福田敏幸、議事録署名人に野澤幸二、牧島正道が選出された。
　第１号議案：平成24年度事業計画（案）及び第２号議案：平成24年予算書（案）について会長及び財務
部長が説明し、会場より質問がないため、議長が採決を行い、賛成多数で承認された。
　第３号議案：平成24年度スローガン（案）について議長が資料に基づき読み上げ、そのまま採決を行
い、賛成多数で承認された。
　第４号議案：その他について議場に諮ったところ、特になかった。
　第５号議案：平成24・25年度役員選挙について、議長の求めにより選挙管理委員長の須藤昌彦が平成
24・25年度役員候補者として、理事候補者19名、監事候補者２名の方々の立候補届と理事会推薦立候補届
を受理し、平成24年３月１日に候補者名の公示を行ったと報告した。
　続いて、役員の選挙に移り、役員選出規程第４章、第14条（無投票当選）「総会において無投票当選者
を定めることができる」の規程により、会長以外の役員当選が認められた。また、会長については「出席
会員の過半数の承認を得なければならない」の規定により、議場に諮ったところ、満場一致で承認され、
候補者神山辰彦の当選が認められた。
　以上、議事がすべて終了し、副会長の野澤幸二による閉会挨拶で散会となった。

総会運営委員長　髙　杉　佳　伸

樋口清孝議長 （左から）金田財務部長、神山会長、茂木副会長 （左から）若林監事、川口監事
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各地区連絡員担当施設名一覧

１地区

２地区

３地区

４地区

５地区

その他

連絡員名担当地区 施　　　　　　　設　　　　　　　名

西方病院・県西健康福祉センター
上都賀総合病院・鹿沼整形外科・池田脳神経外科

宇都宮記念病院・栃木県保健衛生事業団・冨塚メディカルクリニック・鷲谷病院
真岡病院・新上三川病院・県東健康福祉センター・福田記念病院
宇都宮社会保険病院・倉持整形外科内科今宮

佐野市民病院・佐野医師会病院・長島医院・かみもとスポーツクリニック
佐野厚生総合病院

自宅・県外勤務者

小山市民病院・小山広域保健衛生組合
星野病院・小山整形外科内科・三田整形外科
下都賀総合病院・とちの木病院・中野病院

足利赤十字病院・足利市役所福祉部健康課・開成整形外科病院・今井病院
本庄記念病院・安足健康福祉センター・皆川病院・みくりや整形外科
長崎病院・足利第一病院・大岡胃腸内科医院・鹿島整形外科

大田原赤十字病院・県北健康福祉センター・黒須病院・菅間記念病院・東芝メディカルシステムズ㈱
福島整形外科病院・国際医療福祉大学・国際医療福祉大学病院・那須高原病院
菅又病院・那須脳神経外科病院・中津川循環器科内科クリニック・尾形クリニック
国際医療福祉大学塩谷病院・栃木県医師会塩原温泉病院・那須中央病院・矢板南病院・那須南病院

日光野口病院・今市病院・足尾双愛病院・日光市民病院・川村医院
川上病院・森病院・獨協医科大学日光医療センター

栃木県立がんセンター・宇都宮病院・藤田医院・宇都宮東病院・栃木県健康増進課
日本トータルメディカルシステム・宇都宮健康クリニック・倉持病院・生協ふたば診療所
佐々木記念クリニック・北宇都宮駐屯地医務室・宇都宮南病院・宇都宮中央病院
とちぎリハビリテーションセンター・村井整形外科医院　

栃木県済生会宇都宮病院・市役所民生部健康課・比企病院・宇都宮市医療保健事業団
吉川整形外科・県立岡本台病院・柴病院・星脳神経外科
藤井脳神経外科病院・飯田病院・栃木県厚生農業組合連合会・御殿山クリニック
国立病院機構栃木病院・小林外科クリニック
桜井内科・沼尾病院・荒井胃腸科外科・やはぎ整形外科クリニック・高瀬整形外科

芳賀赤十字病院・ホンダエンジニアリング㈱･日産自動車健康保険組合栃木地区診療所
本田技術研究所四輪Ｒ＆Ｄセンター・本田技研真岡工場健康管理センター

（平成24･25年度）

大　垣　拓　史
自治医科大学附属病院春　名　克　義
伊澤整形外科・小金井中央病院・石橋総合病院外　石　　　充

野　中　克　夫

長　沢　雅　史

大　川　公　利

藤　本　健　司

飯　野　　　誠

小　菅　幸　一
柏　﨑　克　彦

園　部　富美恵

佐　藤　　　宏

牛　久　　　誠
獨協医科大学病院・野木病院・整形外科メディカルパパス猪　瀬　智　哉

飯　島　　　渉

岩　上　浩　忠

郡　司　康　範

和　田　倫　行

事　　務　　局

平成23年度
第３回卒後教育講座開催報告

報 告
開 催 報 告

　今回の講演には非
常に多くの会員が参
加され、講演に対す
る興味深さがうかが
えました。
　講演はＡｉの基礎
知識を中心に行わ
れ、Ａｉとは何か、
Ａｉによって何がわ
かるか、また、Ａｉ
によって何が変わる

のかをわかりやすく教えていただきました。その
中で先生は、「Ａｉは死因究明のために非常に有
用な検査であるが、解剖に代わるものではない。
解剖やその他の検査と併せて施行することによ
り、その有用性が発揮できる」と述べられまし
た。我々放射線技師は、撮影技術や画像診断能力
の習得にばかり気を取られがちですが、Ａｉを施
行するに当たってはその知識だけでは足りないと
いうことを教えていただきました。死後画像の撮
影に関する技術のほか、Ａｉに関する様々な広い
知識が、Ａｉを施行する我々には不可欠であるこ
とを再認識させられました。

　また、日本放射線技師会で設けられた認定制度
であるＡｉ認定診療放射線技師を取得し、死因究
明のための高品質で有用な画像を提供すること
が、我々の重要な役割であると思います。

学術部　大　築　慎　一

■期　　日：平成24年３月11日㈰ 　　　　■会　　場：獨協医科大学　関湊記念ホール

■参加人数：126名（学生42名）

演　　題  「Ａｉとは～Ａｉを始めるにあたっての留意点～」

　　講師：国際医療福祉大学　樋口　清孝 先生

国際医療福祉大学　樋口清孝 先生

座長を務める 茂木副会長
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平成23年度
第７回学術研究発表会 開催報告

報 告
開 催 報 告

　過日、平成24年３月11日㈰に獨協医科大学病院関湊記念ホール

において、栃木県放射線技師会第７回学術研究発表会が開催さ

れ、年度末の忙しい時期にも関わらず、多くの会員、また、学生

に参加いただいた。

　発表内容としては、各施設における実務に直結するもの、労働

環境改善への調査、提言、また、東日本大震災に端を発したもの

など、盛りだくさんであった。また、演題内容によっては質問も

多く寄せられ、参加会員の熱意が感じられた。

　昨年は天災に見舞われ中止となった学術研究発表会であった

が、今年の盛況を見る限り、栃木県放射線技師会の明るい未来を

垣間見る思いであった。

　最後に、本年は栃木県担当で関東甲信越放射線技師学術大会が

開催されます。会員の皆様の変わらぬご協力をお願いいたします。

■期　日：平成24年３月11日㈰　　　　■会　場：獨協医科大学病院　関湊記念ホール

開会の挨拶をする神山会長
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報 告
開 催 報 告

学術部　寺　島　洋　一
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報 告
開 催 報 告

■期　　日：平成23年10月29日 ㈯ 　　■会　　場：大田原市ふれあいの丘

■参加人数：19名

第１演題

第２演題

「放射線科業務とDICOM」
　　　講師：東芝メディカルシステムズ株式会社　鈴木　真人 先生

「知っておきたい造影剤Ｑ＆A」
　　　講師：第一三共株式会社　北島　正則 先生

平成23年度
第１地区卒後教育講座開催報告

　10月も終盤となり木々の葉もすっかり色づき、
冬の気配が見え始めました。例年より早く、月末
の金曜日に大田原市ふれあいの丘において、栃木
県放射線技師会第１地区卒後教育講座が開催され
ました。

　フィルムレス化に伴
うネットワークの複雑
さの中、我々放射線技
師も業務とDICOM規格
に関しては詳しい知識
が要求されてくること
と考え、今回の講演を
行っていただきまし

た。また、復習の意味を込めまして造影剤の副作
用等についても行いました。
　今やコンピューターなしで生活することができ
なくなってきています。我々が毎日行っている各
種検査がコンピューター化され、Windowsベース
で動いています。病院内の各職種の処理もコン
ピューター化により、画像だけではなく日常業務
全体を通して、データの通信について知っている
ことが必要となりDICOMについて知ることは重
要なことです。
　患者の受付から、紙ベースで動いていたものが電

子化されると各端末で入
力が済むようになりま
す。オーダーなどは患者
が行く前に各端末にて確
認でき、検査装置には氏
名の入力が手入力から
検査機器が直接受け取

れるため氏名の間違いなどなくなります。
　検査の実施もパソコン上で行われるため、会計
処理が短時間で済むようになるなど利点がありま
す。これらの処理をするには規格化されたデータ
の処理が必要で、DICOMの定義されているサー
ビスについて知っていると、できるものと不可能
なことがわかり、管理できると思われます。
　DICOMの内容はとても複雑で理解することは
なかなか難しいと思いますが、その概要を上手く
まとめていただき、どんなものなのか知ることが
できました。
　造影剤に関しては疑問点をQ&A方式で解答し
ていただきましたが、とてもわかりやすく説明し
ていただきました。忘れかけていたことを再確認
できました。ありがとうございました。

第１地区理事　吉　成　亀　蔵

東芝メディカルシステムズ㈱
鈴木　真人 先生

第一三共㈱　北島　正則 先生
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報 告
開 催 報 告

　CTの基礎「CT装置の変貌」は、第１世代から
今の360列ヘリカルCTまでの歩みを話され、初の
ヘリカルCTが発表されてから360列になるまで、
わずか10年で急速に開発されたこと、また、今後 
3D、4D、処理能力の向上、画質向上等の開発が
重要であると述べていた。
　MRIの基礎「MR信号を画像化する」という題
目ではあるが、要するにフーリエ変換の習得であ
る。フーリエ変換と聞くと、ちょっと…？？？と
いう人が多いと思うが、数式は使わず、絵のみの

講義であったので計算
式はわからないもの
の、「なぜ画像化する
ためにフーリエ変換が
必要なのか？」非常に
わかりやすい講座で
あった。
　北米放射線学会最新
情報は、各社とも多種多様でCT、MRI機器の開
発点、改良点等をアピールしRSNA 2011が盛大に
行われたことを話されていた。
　これからも急速に進歩を続けるCT、MRIでは
あるが、基礎知識の重要さを改めて知った。ま
た、ユーザーである我々診療放射線技師は、与え
られたものをただ操作するだけではなく、メー
カーとともに発展していかなければならないこと
を痛感した。

第２地区連絡員　猪　瀬　智　哉

平成23年度
第２地区 卒後教育講座（第2回）開催報告

■日　　時：平成24年１月28日㈯  14：45～　■会　　場：獨協医科大学病院  センター棟４階  大会議室

■参加人数：31名

■内　　容：

　１、テーマ『これだけは習得しよう。CT、MRIの基礎』
　　１）CTの基礎　　「CT装置の変貌」

　　　　　　　　　　　東芝メディカルシステムズ㈱　前川　智昭 先生

　　２）MRIの基礎　 「MR信号を画像化する」

　　　　　　　　　　　シーメンス・ジャパン㈱　　　大澤　勇一 先生

　２、第97回北米放射線学会（RSNA  2011）最新情報
　　１）東芝メディカルシステムズ㈱　　　　　　　　森下　康之 先生

　　２）シーメンス・ジャパン㈱　　　　　　　　　　大澤　勇一 先生

　　３）GEヘルスケア・ジャパン㈱　　　　　　　　　紫籐　直利 先生

　　４）㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン　　坂元　哲郎 先生

東芝メディカルシステムズ㈱
前川　智昭 先生

シーメンス・ジャパン㈱
大澤　勇一 先生

小黒　清　第２地区理事
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平成23年度
第３地区卒後教育講座開催報告

報 告
開 催 報 告

　今回は、昨年に原発事故が発生したことから放

射線被ばくについての講演をしていただきまし

た。平日に開催したのにも関わらず多くの会員に

参加していただき、講演に対する興味深さがうか

がえました。

　放射線の基礎を中心とした内容で、放射線の種

類や人体に与える影響、また、防護対策などをわ

かりやすく教えていただきました。中でも、放射

線が人体に与える影響と、放射線以外の様々な要

因が人体に与える影響を比較したものは非常に興

味深く、我々が被ばくについての説明を患者さん

に説明する際にとても有用であると思います。

　原発事故の影響を受け、放射線被ばくに対して

恐怖と不安を抱く方が急増しております。その中

で、放射線の正しい知識を習得している我々放射

線技師がその不安を解消し、安心して生活できる

ようにすることが我々の重要な役割だと思いま

す。また、医療被ばくには線量限度がないもの

の、不要な曝射をせず、少ない線量で良質な画像

を提供することが我々に課せられた最大の任務で

あることを再認識させられました。

■日　　時：平成24年３月８日㈭ 19時～　　　■会　　場：栃木県済生会宇都宮病院

■参加人数：37名

演　　題  「放射線被ばくの基礎知識」

　　講師：長瀬ランダウア株式会社　鈴木　朗史 先生

第3地区理事　大　築　慎　一
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■妙雲寺は、源平合戦後、平重盛の妹である妙雲禅尼が塩原に逃れ草庵を構え、重盛の念持仏である
釈迦牟尼仏を安置したことに始まる、800年以上の歴史を持つ臨済宗の古刹です。
　塩原温泉の中心にあり、５月中頃から境内には3,000株を超える色とりどりの牡丹が咲きはじめます。
今年は５/８㈫～５/31㈭まで、「塩原温泉ぼたん祭り」が開催されます。

妙雲寺（みょううんじ）

■ご案内

第28回 日本診療放射線技師学術大会
会　期：平成24年９月28㈮～30日㈰
会　場：名古屋国際会議場（名古屋市熱田区熱田西町１番１号）
主　催：公益社団法人 日本放射線技師会
実　施：社団法人 愛知県放射線技師会
参加登録：事前登録（平成24年８月31日まで）
　　　　5,000円（正会員）／10,000円（非会員）
　　　　当日登録     
　　　　10,000円（正会員）／15,000円（非会員）
　　　  （学生の参加登録は1,000円）
＊詳細はJART ４月号をご参照ください。

■「あすたーと」の発行も30回目を迎えました！特集記事は
ありませんが、これからもよろしくお願いいたします。
■いよいよ５月21日㈪７：30過ぎ、栃木県でも金環日食が観
察できます。日本で次回観察できるのは、18年後の2030年６
月１日に北海道です…。当日、晴れることを祈りましょう！
■最近、惨い交通事故のニュースが多く、幼い命が消えゆく
ことが残念でなりません。お互い安全運転を心がけましょう。

〔編集責任者　樋口清孝〕

編 集 後 記

■ご案内

ただ今、一般演題の申込みを受付けております。
締切りは平成24年６月20日㈬まで、申込みの手順は以
下のとおりです。
手順１　学術大会ホームページより『一般演題申込書

ひな形』をダウンロードし、申込書を作成す
る（ファイルは２ページ）。

　　　　＊ファイル名を「演者（発表者）氏名」に変更する。
手順２　学術大会事務局のメールアドレス（tart@ce.mbn.or.jp）

宛てに、作成した『一般演題申込書』を添付
ファイルとして送信する。

　　　　＊件名を「一般演題申込み」にする。
手順３　学術大会事務局から『一般演題申込書』受領メー

ルが返信される（一週間以内に受領メールが届
かない場合には、大会事務局まで問い合わせ）。

～申込み完了～
手順４　演題の採否のお知らせ後（事務局よりメール

送信）、抄録原稿を作成し提出する。
＊詳細は、大会ホームページをご覧ください。

平成24年度 関東甲信越診療放射線技師学術大会
演  題  募  集
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2012
MAY■平成24年度　活動予定表

月　日 行　事　予　定
24年
4/ 1
4/21

5/11
5/14
6/ 1
6/ 2
6/16

6/17
7/ 6
7/14
7/17
7/20
9/07
9/21
9/28
～30
9/30
10/ 5
10/ 6
　～7
10/22
11/10

11/16
11/30

25年
1/15
1/18

2/ 8
2/25
3/10

会員数455名
監査会（本会事務所）
第１回三役会（本会事務所）　
第１回理事会（済生会宇都宮病院）
あすたーと30号発行
日本放射線技師会 創立65周年記念式典
日本放射線技師会定期総会
第１回卒後教育講座
第86回総会 勤続20、35年表彰式
フレッシャーズセミナー
第２回三役会
北関東地域会長会議（宇都宮）
会誌104号発行
第２回理事会（済生会宇都宮病院）
第３回三役会
第３回理事会（済生会宇都宮病院）
第28回診療放射線技師学術大会
　　　　　　　　（愛知県名古屋）
会費納入〆切
南北関東地域会長会議（宇都宮）
関東甲信越診療放射線技師学術大会
　　　　　　　　　　（栃木県）
あすたーと31号発行
第２回卒後教育講座（公開講座）
放射線展
第４回三役会（済生会宇都宮病院）
第４回理事会（済生会宇都宮病院）
※11月後半～12月前半　臨時総会
　　　　　　（一般社団に向けて）

あすたーと32号発行
第５回三役会（済生会宇都宮病院）
※医療画像情報精度管理士移行講習
　　　　　　　　（２月末までに）
第５回理事会（済生会宇都宮病院）
第８回学術研究発表会抄録集発行
第87回定期総会・第３回卒後教育講座
・第８回学術研究発表会

公益法人格取得委員会は、適時開催する。
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