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社団法人栃木県放射線技師会

情報誌
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■古くから華厳ノ滝、素見ノ滝とともに日光三名湯の一つに数えられている。霧降川にかかる滝は上下2

段になっていて、上段が25メートル、下段が26メートル、高さは75メートルある。下段の滝が、まるで

霧を障らせるかのように水が岩に当たり、飛び散って流れ落ちる。その様子から、この名がついたとい
われる。

滝の正面に観選台があり、そこから全容を眺められ、その全景は圧巻である。周囲の景観と溶け合った
滝の姿は新緑から紅菓まで楽しめるが、とりわけ10月中旬～下旬の紅葉の時期がすぼらしい。

【㈱日光観光協会より】

■巻頭言　会長就任挨拶
■会　　告　第74回総会開催について

■会　　告　第1回卒後教育講座開催について
■平成18年度・19年度役員人事

●各地区連絡員担当施設名一覧

■新役員紹介
■報　　告　第73回総会開催報告

■事務局報告
■lNFORMATtON
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桜の花も咲き、春のすがすがしい風が吹く中、

平成18年・19年度の栃木県放射線技師会の会長と

して、活動をすることになりました茂木常男です。

勤務先は足利赤十字病院です。

私は、8代目、赤羽会長のもと理事を6期、そ

の内、副会長を3期6年間、一緒に技師会の活動

に携わってきました。

第73回総会の総括で、赤羽前会長は「継続は力

なり」と書かれています。

これまでの、赤羽前会長の路線を継続しながら、

更に、より良い技師会になるよう努力していきた

いと思います。

社団法人　栃木県放射線技師会

会　長　茂　木　常　男

日本放射線技師会が推し進めてくる事業計画に　　（

は、慌てずに、その内容をよく確認後、栃木県放

射線技師会での事業計画として、消化して行きた

いと思います。

会員一人ひとりが、日本放射線技師会が推し進

めてくる事業計画に、一喜一憂して振り回わされ

ないようにと思っています。

また、一人でも多くの会員が満足できるような

技師会にして行くには、会員一人ひとりのご意見、

ご協力が会務の発展に繋がると思いますので、よ

ろしくお願いします。

（平成18年4月記す）

■■ � �■■ 
■　　　　　　　　平成18年度 �ス �ローガン　㈱栃木県放射舶師会■ 

「安全、安心、優しい医 � �術の提供に努めよう」 

．　　をもう一度確認し、 � �してみましょう。　． 
■■ � �■■ 
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本会第74回総会を定款第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18年6月11日（日）午前9時00分　開会

会　場：ホテルサンシャイン益子館

栃木県芳賀郡益子町大字益子字地下243－3　電話　0285－72－7777

日　程：1．開　　会

2．会長挨拶

3．表　　彰　　20年・35年勤続功労表彰

4．総会運営委貞会報告

5．議長選出

6．書記及び議事録著名人選任

7．議　　事

第1号議案　平成17年度会務経過報告

第2号議案　平成17年度会計決算報告

第3号議案　平成17年度監査報告

第4号議案　その他

8．閉　　会

※総会に出席の際は、別送の総会資料をお持ちください。

第1回卒後教育講座開催について
平成18年度栃木県放射線技師会第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、ご多忙中とは存じますが、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18年6月10日仕）午後3時00分　開会

会　場：ホテルサンシャイン益子館

栃木県芳賀郡益子町大字益子字池下243－3　電話　0285－72－7777

内　容：詳細については後日通知いたします。

※卒後教育講座終了後、午後6時30分より同会場にて意見交換会を開催します。多数

の皆様のご参加をお待ちしております。会費等詳細については後日通知いたします。
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平成18年度・19年度　役員人事
㈱栃木県放射線技師会

会　　長

副会長

顧　　問

常務理事

総務部長

財務部長

組織部長

学術部長

広報部長

企画部長

女性部長
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茂木　常男

神山　辰彦

赤羽　　泉

福田　敏幸

牧島　正道

金田　幹雄

小黒　　活

柳沢三二朗

小野　光也

柏崎　克彦

武藤　美子

地域医療対策（表彰）部長

地域医療対策部

野揮　幸二

副部長　福田

生涯学習委員

副部長　澤井　宣元

副部長　日向野　勇

副部長　樋口　清孝

委　員　小野　光也

副部長　野津　幸二

委　員　長沢　雅史

副部長　楯山　　操

委　員　日向野　勇

牧島　正道

日向野　勇　　長沢　雅史

小黒　　清　　書原　淳一

斎藤　一秀　　武藤　美子

ホームページ担当委員　大武　正男

吉原　淳一

副部長　樋口　清孝

各地域委貞（11地区）

宇都宮地域：福田　敏幸

烏山地域：吉原　淳一

真岡地域：武藤　美子

佐野地域：長沢　雅史

地区理事

監　　事

委　員　各地域より1名

大田原地域：槍山　　操　　矢板地域：川村　博行

今市地域：高野美登志　　鹿沼地域：柏崎　克彦

小山地域：柳沢三二朗　　栃木地域：日向野　勇

足利地域：斎藤　一秀

（1地区）槍山　　操　　副地区理事　吉原　淳一

（2地区）小野　光也　　副地区理事　柏崎　克彦

（3地区）武藤　美子　　副地区理事　柳沢三二朗

（4地区）粛藤　一秀　　副地区理事　長沢　雅史

（5地区）日向野　勇　　副地区理事　小黒　　清

川口　俊郎　　　若林　忠恭
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各地区連絡員担当施設名一覧　（平成18・19年度）

担当地区 �連絡員名 �施　　　　　　　設　　　　　　　名 

1地区 �川　村　博　行 �塩谷総合病院・栃木県医師会温泉塩原病院・那須中央病院・矢板南病院 
郡　司　康　範 �大田原赤十字病院・県北健康福祉センター・黒須病院・那須南病院 福島整形外科病院・国際医療福祉大学・那須高原病院・国際医療福祉病院 

菅又病院・菅間記念病院・なすのクリニック・那須脳神経外科病院 

2地区 �高　野　美登志 �今市病院・日光地区広域行政組合・足尾双愛病院・日光市民病院 
川上病院・森病院・日光野口病院・猫協医科大学日光医療センター 

飯　島　　　渉 �西方病院・県西健康福祉センター・御殿山病院 

遠　藤　奈　美 �上都賀総合病院・鹿沼整形外科・池田脳神経外科 

3地区 �山　口　幸　久 �国立病院機構栃木病院・国立病院機構宇都宮病院・奥田クリニック 

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 

内　田　　　昇 �栃木県立がんセンター・報徳会宇都宮病院・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 

佐々木記念クリニック・北宇都宮駐屯地医務室・生協ふたば診療所 

倉持病院・宇都宮セントラルクリニック 

玉　木　礼　子 �栃木県済生会宇都宮病院・市役所民生部健康課・宇都宮健診クリニック 吉川整形外科・県立岡本台病院・柴病院・宇都宮記念病院・比企病院 

宇都宮市医療保健事業団・藤井脳神経外科病院・飯田病院・宇都宮市保健所 

春　名　克　義 �自治医科大学附属病院 

小　菅　幸　一 �真岡病院・上三川病院・県東健康福祉センター・福田記念病院 

澤　　　佳　延 �㈱日本放射線技術研究センター 

川　島　利　朗 �宇都宮東病院・藤田医院 

伊　藤　　　登 �栃木県保健衛生事業団・鷺谷病院・御殿山クリニック 
とちぎリハビリテーションセンター・宇都宮中央病院 

外　石　　　充 �本田技研健康管理センタ一・本田技研真岡工場健康管理センタ・－ 
伊沢外科整形外科・ホンダエンジニアリング㈱・グリーンタウンクリニック 

藤　本　健　司 �宇都宮社会保険病院 

飯　野　　　誠 �芳賀赤十字病院 

4地区 �久保田　健　夫 �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・更西病院・安足健康福祉センター・鈴木病院・皆川病院 

足利第一病院・大岡胃腸内科医院・鹿島整形外科 

みくりや整形外科・長崎病院・常見町クリニック 

和久井　英　男 �佐野医師会病院・亀田医院・長島医院・佐野市民病院 

揮　井　宣　元 �佐野厚生総合病院 

5地区 �野　中　克　夫 �小山市民病院・県南健康福祉センター・小山広域保健衛生組合・野木病院 
星野病院・栃木県農村健康管理センター・光両病院・石橋総合病院 

松　田　悟　志 �下都賀総合病院・とちの木病院・中野病院・小金井中央病院 

猪　瀬　智　哉 �濁協医科大学病院 

その他 �事　　務　　局 �自宅・県外勤務者 
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平成18・19年度
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副会長

神　山　辰　彦

【巫ヨ自治医科大学附属病院

匹田栃木県済生会宇都宮病院

組織部長

小　黒 清

匹ヨ珊協医科大学病院
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匹辺足利赤十字病院

副会長

野　澤　幸

圧迫とちぎリハビリテーションセンター

総務部長

牧　島　正　道

匹巫ヨ栃木県立がんセンター

学術部長

財務部長

金　田　幹　雄

「料r

旺ヨ濁協医科大学日光医療センター

広報部長・理事（2地区）

柳　沢　三二朗　　　　小　野　光　也
／・〆〆Y瓜‾仙一一

／　＿．　一一■▲

匹田自治医科大学附属病院

↓
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しごノ

【辺厚生連上都賀総合病院



地域医療対策部長

吉　原　淳　一

理事（3地区）

武　藤　美　子

広田芳賀赤十字病院

理事

澤　井　宣　元

団佐野厚生総合病院

監事

川　口　俊　郎

匹ヨ霊宝霊芝羞益東埼玉病院
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理事（4地区）

棄　藤　一　秀

匹ヨ足利赤十字病院

理事

樋　口　清　孝

団国際医療福祉病院

監事

若　林　忠　恭

匠巫ヨ厚生連塩谷総合病院

理事（1地区）

槍　山　　　操

旺ヨ大田原赤十字病院

理事（5地区）

日向野　　　勇
〆㌦、、‾、‾■～＼＼

●・■

匹巫ヨ厚生連下都賀総合病院

理事

長　沢　雅　史

国佐野市民病院

顧問

赤　羽　　　泉



開催日時：平成18年3月18日出　午後4時00分

開催場所：栃木県立がんセンター　大講堂

正会員総数：482名（平成18年3月18日現在）

出席会員数：308名（内訳：本人出席者53名、書面表決出席者34名、委任状出席者221名）

書　　　記：福田敏幸

議事録署名人：神山辰彦、金田幹雄

副会長の開会の言葉に続き、総会運営委員長柳沢三二朗が本日時点の正会員総数と出席者数を報告し、

有効に成立した旨を告げた後、会長が挨拶し総会が開会した。

議長の選出方法について議場に諮ったところ、立候補者がなく、執行部より豊田会員（県立がんセンター）

を推薦したところ、満場一致をもって同氏を選出した。

会長及び財務部長が平成18年度事業計画（案）・同予算書（案）について説明した。次いで平成18年度スロー

ガン（案）の提案がされた。1・2・3号議案を採決したところ、賛成多数で承認された。

更に今年度の日本放射線技師会総会の代議員については、選出された新役員の中から理事会において3

名を選出したいと提案がされ、採決したところ、賛成多数で承認された。

選挙管理委員簾谷和男より平成18・19年度役員選挙の経緯及びその結果を議場に報告する。理事・監事

については立候補者数が定員と一致し、役員選出規程「第4章無投票当選の第14条」により、無投票当選

となり満場一致で承認された。会長には茂木常男が出席会員の満場一致で承認された。続いて、今年度で

会長を退任される赤羽　泉氏の顧問就任が満場一致で了承された。

第1号議案 �画306票（会場出席者52票、書面表決者33票、委任状出席者221票） 

平成18年度事業計画（案） �四1票（音面表決者） 

第2号議案 �画305票（会場出席者52票、＝苦両表決者32票、委任状出席者221票） 

平成18年度予算書（案） �匠ヨ　2票（古画表決者） 

第3号議案 �匝函306票（会場旧席者52票、茸面表決者33票、委任状出席者221票） 

平成18年度スローガン（案） �国1票（古而表決者） 

第4号議案 �直垂305票（会場出席者52票、書面表決者32票、委任状出席者221票） 

㈱日本放射線技師会総会代議員選出（案） �四1票（窓面表決者）無効1票（書面表決者） 
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平成18年度　第1回　消化管撮影研究会のご案内

日　　時：平成18年5月27日仕）午後3時～6時

場　　所：栃木県立がんセンター　3階大講堂

内　　容：1．「上部消化管Ⅹ線検査の

精度向上を目指して」

代表世話人　鬼怒ケ丘クリニック

青　山　良　英

2．「各施設における胃・大腸

Ⅹ線検査の撮影法」

※当日は各施設の標準的投影法および症例検討

を時間の許す限り意見交換をしますので、貴施

設の胃・大腸Ⅹ線検査フイルムをご持参くださ

るようお願いします。ご持参出来る施設は下記

へ連絡をお願いします。

く世話人代表　青山良英〉

勤務先：福田記念病院分院鬼怒ケ丘クリニック

電　話：0285－84－1124／Fax：0285－82－9991

ETmaiI：ryoei50＠Ybb．ne．jp

平成18年度北開東地域放射線技師学術大会茨城大会

開催　日：平成18年6月24日仕上25日（日）

開催場所：つくば国際会議場

茨城県つくば市竹園2－20－3

主　　催：社団法人日本放射線技師会

北関東地域放射線技師会

開　　催：社団法人茨城県放射線技師会

後　　援：茨城県つくば市／茨城県立医療大学

参加登録費：会　員1，500円／賛助会員1，500円

非会員3，000円／学生無料

懇親会費：未定
≪参加者へのご案内≫
ベーシックカード又は技師格カードを必ず持参し、

各所属の県技師会で受付をしてください。受付
をしないと参加ポイントが加算されません。
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行　事　予　定

あすたtと9号発行

第1回理事会（済生会宇都宮病院）

日放技総会（教育センター）

第1回卒後教育講座

第74回総会　勤続20，35年表彰式

北関東地域放射線技師学術大会（茨城県大会）

第2回三役会

あすた－と10号発行

第2回理事会（済生会宇都宮病院）

第3回三役会

会誌95号発行

第3回理事会（済生会宇都宮病院）

会費納入〆切

アドバンスド認定試験

第22回放射線技師総合学術大会（鳥取県）

第4回三役会

第2回卒後教育講座（公開講座）

あすた－と11号発行

第4回理事会（済生会宇都宮病院）

第3回医用画像情報管理士認定試験

あすた－と12号発行

第5回三役会

第5回理事会（済生会宇都宮病院）

第25回宇都宮健康まつり放射線展

第6回三役会

会誌96号発行

アドバンスド認定試験

第6回理事会（済生会宇都宮病院）

第75回総会、第3回卒後教育講座

第3回学術研究発表会

ADセミナー（救急医療学、医療安全学、看護学、

医療学）を随時実施予定

■情報誌「あすた－と」の原稿〆切は、発行日の20

日前までに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日前までに

広報部必着でお願いします。

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　028－625－7979 

銀行振込：足利銀行本店　（普通）1785921 

郵便振替：00340－3－35730 
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