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社団法人栃木県放射線技師会

情報誌
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尚仁′尺湧水（しょうしんさわゆうすい）

■塩谷町玉生の県民の森に、高原山系の釈迦ケ岳に源を発する尚仁沢の清流があります。付近一体は樹齢百
年に及ぶ原生林に覆われ、昭和60年7月環境庁から『全国名水百割の認定を受けた鳩】仁沢湧水」が、
豊かな日射こ育まれて湧出しています。
たかが水・ただの水・されと 名水 ですので人々の関心を呼び、毎日毎日県内はもとより遠くは東京・
埼玉方面から−●名水日を諌めて来訪者が途切れません。この名水は平成9年度の全国からおいしい水を集
めて行われた「ミズみずフェスタ」において堂々1位に輝きました。

■報
告 第72回栃木県放射線技師会総会開催報告
■報 告 平成17年度北開東地域放射線技師学術大会栃木大会開催報告
■報 告 社団法人日本放射線技師会第62回定期総会出席報告

●事務局報告
＋lNFORMATtON

6月10日（剋栃木県立がんセンター3階大講堂において、栃木県放射線技師会第72回総会が出席会員311

名（内訳：本人出席34名、委任状出席243名、書面評決出席別名）参加のもと開催された。

総会運営委員長の小野理事から総会の成立ならびに総会運営の報告のあと、議長の選出において議長に
若林会員（栃木県立がんセンター）が就任し議事に入った。
はじめに赤羽会長から総括と会務経過報告があり、次に金田財務部長による会計決算報告、次いで川口

監事（NHO東埼玉病院）より監査報告がされた。

議長は議案に対する質問等を議場に諮ったが特になく、平成16年度会務経過報告・同会計決算報告及び
監査報告、すべての議事が吉面表決者の票を加え満場一致をもって承認された。

最後に片岡会員より日本放射線技師会の運営等についての質問がされた。（詳細は会誌93号に掲載予定）

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．書記及び譲宰領署名人選任
7．議

事

第1号議案 平成16年度会務経過報告
第2号議案 平成16年度会計決算報告

第3号議案 平成16年度監査報告

第4号議案 その他
8．閉

会

r

」止∵∴

小野総会運営委員長

若林議長

川口監事

若林監事

◆勤続35年功労表彰者
糸井 芳男 石橋総合病院
玉渾 貞夫

自治医科大学附属病院

郡司
佐藤
中山
坂本

県北優駿福祉センター
栃木県済生会宇都宮病院
栃木県済生会宇都宮病院

泰雄
昌男
英郎
知志

濁協医科大学病院

◆勤続20年功労表彰者
関
昌哉 濁協医科大学病院
石田
燕 濁協医科大学病院

谷中田和久 婦協医科大学病院
．■

川島 利朗

杉岡 芳明

布施
郷間
本田
青山
君島
大関
大屋
秋元

照元
琢也
守
良英
昌良
晶裕
純
郁夫

柏崎 克彦
片上 正樹

長
和孝
大森 哲也
浅賀 昭彦

宇都宮束病院
鴻協医科大学病院
濁協医科大学病院
自治医科大学附属病院
那須中央病院

福田記念病院
栃木県医師会温泉研究所附属塩原病院

本庄記念病院
館林厚生病院
栃木県保健衛生事業団
西方病院
自宅

栃木県済生会宇都宮病院
栃木県立がんセンター
栃木県立がんセンター

（栃木県放射線技師会入会順）

／￣、＼

】

】
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良工二iこて

平成17年6月3日胤第62回日本放射線技師会定

期総会に代議員として赤羽会長、金田財務部長、
以上3名で出席。会場は東京都港区浜松町にある
世界貿易センタービル38階スカイホール。都心が
一望出来る会場でありこのビルの31階に日本放射

線技師会事務所が東京都中央区湊3丁目から移転
したわけである。我々は総会開始30分前に受付を
済ませ3人揃って会場入りした。栃木県放射線技
師会の代議員席は議長席に向かって会場のほほ中
央左側で質疑用マイクがすぐ後方に位置していた。
赤羽会長と雑談をしているうちに定刻の午後1時
となりいよいよ定期総会が開会される。

最初に熊谷会長の挨拶。その後表彰状授与、感
謝状授与と続き資格審査委員会委員長より代議員
の資格になんら問題なく、代議員181名中179名（1

名欠席、1名未着）の出席により今総会は成立す
るとの報告。続いて総会運営委員会委員長から総
会の時間割りの説明や効率的な総会運営の協力要
請があり、その後議長選出に入る。今回は立候補
で行うとの提案を受け、4名の代議員が立候補し
た。総会議事規程では議長は3名以内とあるが今
回は2名でお願いしたいということで、その2名

となり決着がついた時点で総会開始から既に1時
間が経過。ようやく議事が開始される。
1．定款改正（4項目）
▼・部修正案をもって承認される。
2．平成16年度庶務報告
物故者全国で合計60名に対し黙持。
3．平成16年度事業報告
4．平成16年度決算報告
5．平成16年度監査報告
日放技事務職員によるタクシー券300万円横領
の事実があったことに関する質問が出された。そ
してこの質問を皮切りに、医療科学社からの出版

権侵害訴訟閉篭等の京任を含めた理由により、熊
谷会長に対する不信任動議が提出された。多くの
代議員からさまざまな意見が出されたが、不信任
動議を本総会で審議するかどうかの採決を行った
結果、賛成64票、反対98票で審議しないことに決
した。

6．平成17年度事業計画案
7．平成17年度予算案

と進み全議案に対しての承認を得た時点で定刻終 （
7時間の午後4時を大幅に超過。4時間にわたる

の選出を総会運営委員会の審議で行うとの報告の
途端、定款に則り選挙で決めてはしいとの異議申
し立てが会場から出た。それを皮切りに総会議事
規程や定款の解釈をめぐり会場は一転騒々しさを
増し、議論の末、結局選挙を行うこととなり、結
果埼玉の堀江代議員13票、東京の篠原代議員9票、
愛媛の西田代議員鎚票、北海道の今井代議員封票、

熱のこもった総会も無事閉会となる。（以上詳し

（投票数166票 棄権14票）をもって篠原、西田

よる会計監査でも指摘されず、その年の会計決算
が総会で承認されてしまったのである。我々会員

両名が議長に選出される。ここで東京の森代議員
より総会議事規程の中に総会は原則として公開さ
れるとある。よって一般会員の傍聴人としての入

室を認めてはしいとの要望。代議員の採決により
議決権、発言権は認めないと言う条件つきで承認

い内容は日本放射線技師会総会議事録を参照願い
たい）

この総会を通して一番印象的だったのは代議員
による質問で知った事務職員によるタクシー券横
領問題である。2年前の出来事とはいえ事務職員
が300万円も横領した事実を把握出来ず、監事に

から集められた会費がこのような逆用をされてい
ることに誰も気づかなかったのは、大きな問題で
はないだろうか。

される。

今後は厚労省の指導にもある枝に、監査法人と
いった専門家を交え財務、会計に関し明確な管理

続いて総会職員任命に移るがここでも代議員た
ちの定款の解釈に対する見解の相違からか大論争

をお願いしたい。お金にルーズな人は信用を無く
す訳で有りますから。

年度 活動予定表 1

月

行

7／8
7／

平成17年度の単位認定試験の実施について
（1）単位認定試験日ならびに時間割
平成17年10月2日㈲

平成18年3月5口昭・
10：00、11：00

日

看

護

13：15、14：15

救急医癖字

14：30、15：30

医

療

学

学

（2）受験資格
アドバンスト放射線技師桔取得のためのセ

ミナー「医療安全学」、「看護学」、「救急
医療学」、「医療学」の当該受講証明吉を発
行された者で、指定期日までに小論文の提出
が済んでいる者。′ト論文未提出の者について
は受験を認めない。
（3）受験申込手続き
受験希望者はすべて、各自個別にJART
へ受験申込手続きを行うこととする。試験実

施に関する詳細は会誌等に掲載される。
（4）単位認定について
単位認定試験の結果ならびに′ト論文の内容
をもとに単位認定の判定を行う。
結果については試験後2ケ月後くらいを目

途に、合格者にのみ通知を登録いただいてい

る連絡先（雉誌送付先）へ送付する。
また、合格者には当該科目（医療安全学、
看護学、救急医療学、医療学）の単位認定証
を同封する。
（5）受験申込締切日
平成17年10月2日旧）試験の申込締切日は8
月31日です。

両試験日ともに受験申込締切口の7口前ま
でに、すべての講習が終了レト論文提出が完
了していること（＝受験資格が得られる）を
前提とする。

定

あすた−と6号発行

7／22

第2回理■区会

9／10
会誌93片発行
9／16
節3回三役会
9／30
会費納入／切
ケ 10／2
第3回理車会

アドバンスド認定試験
10／28

第4回三役会

10／30
医用画像情阻管理上認定．試験
11／5
第2【可宰後教荷講座 公開講座）
11／10

あすた−と7リ・発行

11／11

第・lld理事会

11／19、23
12／16

ケ 18年
1／10
1／13

第21回全国放射線技師総合学術大会
第5回＿三役会

栃木県放射線技師会†21日′二恢補公不
あすた−と8り・発行
第6回

1／27

二子簑会

第5回理￣事会

2／4・5

第22回宇都宮健康まつり放射線展

2／10

第7回三役会

2／16

栃木県放射線技師全役員立候補〆切

2／24
3／03
3／05
3／18

第6回理事会
会誌94号発行
アドバンスド認定試験

第73回総会、第3回卒後教育講座

3／26

医用画像情報管理上認完試験

■情報誌「あすた−と」の原稿〆切は、発行日の20
自前まで こ広報部必着でお願いします。
■技師会会誌の原稿〆切は、発行日の30日萌までに
広報部必着でお願いします。

平成17年度栃木膿マンモグラフイ撮影技術講習会
日

平成18年3月5日（臥試験の申込締切日は1
月31日です。

予

第2回三役会
11

医療安全学

11：15、12：15

事

時：平成17年11月12日・上

8：30、19：00

平成17年11月13［川］）8：30、16：00

場
所：栃木健康の森 宇都宮市的生町3337−1
受講料：20，0（氾円

主

催：栃木県がん集検協議会

丼．掛閉会のお申込方一上等．詳細につきましては、同封
の栃木県マンモグラフイ鋸揖㍑術講習会開催のご
案内をこ覧くださいし

−＊■ 罰寸評1什

■アドバンスド■側申込方法等の変王について

■平成17

