「、ノ貝

串蓮如蜃元包画 竃蔓畠羞ヨ・蜃風蜘

日 時：平成20年7月18日捻）午後6時30分

場 所：栃木県済生会宇都宮病院グリーンホール

出席者：（理事）茂木常男、野澤幸二、福田敏幸、金田幹雄、牧島正道、柳沢三二朗、小町光也
武藤美子、吉成亀蔵、清田 宏、柏崎克彦、日向野勇、樋口清孝、島田智彰、寺島洋一
（監事）川仁腰郎、若林忠恭
委御出席：（理事）神山辰彦、小黒 清、大築慎一
7月4日塩）第2回三役会（栃木県済生会宇都宮病

【開会の経過】

院）〈茂木会長・神山副会長・野滞副会長・福田
常務理事・牧島総務部長〉
7月8日Uか」、山地区公衆衛生協会評議会・幹事会

定刻に至り、会長茂木常男 開会を宣する。

会長：茂木常男 本日の理事会は法定数を満たし
たので有効に成立した旨告げ、憲記並びに議事録著

（小LLU手合）〈柳沢学術部長〉

名人の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって

7月9日（瑚栃木県がん生検協議会（栃木県立がん

議事録著名人に理事福田敏幸、理事金田幹雄、古記
に理事日向野勇が選任された。

センター）〈茂木会長〉

7月10［Mq栃木県医療推進協議会（栃木県l割師会）

く野揮副会長・牧島総務部長〉
第1号議案 平成20年度第1回理事会議事録の承認
並びに会長報告

7月10日休ト7月12日出第24回日本放射線技師総
合学術大会（札幌コンベンションセンター）

議長：茂木常男 平成20年度第1回理事会議事録
の承認を求める。

7月17日㈹贋産変更登記申請（法務局）〈福田常

務理事〉
7月18目性）第2回理事会

議長は平成20年度第1回理事会議事録の承認につ
いて諮ったところ、満場一致で承認された。

第2号冨轟案 平成20年度 第2回卒後教育講座（公
開講座）について

議長：茂木常男 第1回理事会以降の動きを資料
にもとづき報告する。

理事：柳沢三二朗 資料にもとづき阻告する。目
時および場所などについては以下のとおりとした

6月41］（粛栃木県がん集検協議会理事会（栃木県
立がんセンター）く茂木会長〉

い。

日時：平成20年11月8日出

6月71；Ⅰ仕旧本放射線技師会第66回総会〈茂木会

長・神山副会長・福田常務理事〉
6月8日（印全国会艮会議（日本放射線技師会）
〈茂木会長〉

14時30分受付15時開始

場所：栃木県立がんセンター

3F講堂

講演内容：医療情報の管理について

6月14日出第1回卒後教育講座（ウエルサンピア

栃木）

講師：樋口清孝（国際医療福祉大学）
会費：無料
受付等の係りは第3回の理事会で決定したい。広

6月15日（印第78回総会 勤続20年・35年表彰式全

報はホームページ、会誌、ポスター等を考えている。

地区役員会（ウエルサンピア栃木）

また、このイベントについて日放技の生涯教育ポイ

6月16日（川第3回ラジオロジーアセスメントセミ

ントは申請できるのか。

ナーtn栃木（ホテル東日本）

6月28日山北関東地域放射線技師会第1回役員会

議長：茂木常男 日本放射線技師会主催の研修会
のみポイントが取得できる。都道府県主催の研修会

（さいたま市バイオランドホテル）〈茂木会長〉

は申請できないのでこのイベントはポイントがつか

6月28El出第1回消化管鋸影研究会（鬼怒ケ丘ク

ない。今後都道府県主催の研修会もポイントが取得

リニック）

できるよう協議中である。

一19−

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

議長：茂木常男 抄録は別に発行し、100号記念
誌の発行形式等は広報にお願いしたい。また、広告

満場一致で承認された。

についてはどうあつかうのか。

第3号議案 放射線展の開催について（金田理事）
理事：金田幹雄 第2回卒後教育講座（公開講座）

理事：金田幹雄 今年度契約している賛助会員は

と同l＝】に同じ場所にて開催したい。開催場所は宇都

年間契約をしているので無理である。今年度契約し
ている賛助会員以外であれば可能と思われる。

宮市の中心部（ホテル・デパート等）とし、新聞広
告などを利用し広報したい。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

議長：茂木常男 経砦が多額になるのではない
か。また、会場を確保できるか。

理事：金田幹雄 本会の重要な事業として多少の
経費増加は良いのではないか。会場は今後祈祷する。
理事：柳沢三二朗 第2回卒後教育講座は講師の
関係で日時の変更はできない。

満場一致で承認された。

第5号議案 平成20年度 北開東地域放射線技師学

術大会（新潟県）開催について
議長：茂木常男 資料にもとづき報告する。
開催日時卜平成20年10月4日出〜平成20年10月5

理事：福田敏幸 以前、新聞にて広告した（20万

円程度）が北川対効果が見込めない。他に看護協会
や検査技師会などのコ・メディカルに参加要請をす
るという方法もある。

議長：茂木常男 会場は企画部に一任する。ただ
し、公開講座の日程は変更できない。その他の事項
は次回の理事会までに提案していただきたい。

理事：金田幹雄 次回の理事会までに公開講座と
放射線展が同時開催できる会場を提案する。
議長：茂木常男 県立がんセンターの会場は新会
場が設定されるまで確保しておくように。

日（口）／開催場所卜朱鷺メッセ新潟コンベンションセ
ンター／参加費卜会員→2，00011、学生一・1，00011／

懇親会場トホテル日航新潟／懇親会費ト7．（X氾円
大会事務局よりMRのセッションと撮影全般セッ
ションの座長推薦の依頼があった。

MRを寺島洋一理事（自治医科大学）、撮影全般
を武藤美子理事（芳賀赤十字病院）にお願いしたい
がいかがか。

理事：寺島洋一 承知した。

理事：武藤美子 承知した。
議長：茂木常男 両氏より了解を得られた。なお
両氏には本会より参加登録費を助成する。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で承認された。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

澗場一致で承認された。
第4号議案 栃木県放射線技師会100号記念誌の発行
について

第6号議案 平成20年度第30匝ほ己念ゴルフ大会の実

理事：樋口清孝 掲載する原稿はどのようにする
のか。

施について

理事：福田敏幸 次のとおりにて開催したい。

議長：茂木常男 技師会に関するもの：学術発表

世話人卜福田常務理事・西根伸行（栃木放射線

などでよいのではないか。歴代の技師会員に原稿依

（棉）／日時卜平成20年9月21日（日）／場所卜東雲ゴル

頼しても良いのではないか。抄録の原稿締め切り、

フクラブ（塩谷郡高根沢町亀梨630）／参加費・会

発行期日を決めていただきたい。第3回理事会にタ

費ト3，000円／プレー代金ト11．900円／募集人数148

イムスケジュールを提示していただきたい。

名（12組）

理事：樋口清孝 承知した。
議長：茂木常男 今年度開催する研究発表会の抄

栃木県放射線技師会主催のゴルフ大会は最後であ
るため、OB会員の参加も認めることにしたい。

録は予算化していないか。

理事：金田幹雄 予算化していないが財政的に問
題ない。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で承認された。

理事：福田敏幸100号記念誌は特集として会誌
に掲載するのか、記念誌として別に発行にするか。
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第7号議案 各部・各地区戟告
（各部報告）

151］（日）に変更する。開催場所は渇協医科大学の関湊

・事務局

記念講堂としたい。

いて開催日を平成20年3月14巨旺Dから平成20年3月

理事：福田敏幸 賓料にもとづき駅舎する。現在

演題菱某集は平成20年8月中旬ホームページ・会誌等

の会員総数は470名である。県外への転出は2名で

を利用し募集する。応募はメールでの受付としたい。

あった。また入会届が∠l名より提山されている。

抄録締め切りは平成20年12月12日鳳を予定している。

・広報部

平井まi）子 とちの木病院
佐久間i■と志 栃木県済生会牛都宮病院

理事：樋口清孝 第1回理事会で提案された〔あ

栗田 聡文 栃木県済生会宇都宮病院
高栖奈津美 足利赤十字病院

すた−と〕の表紙写真カラーについて検討した結果、

印刷代の高月酎こより今までの印刷様式での発行を継
続することとする。会誌99号の原稿締め切りは平成

議長はノ1名の入会について議場に諮ったところ

20年8月20日である。

・組織部

満場一致で全員の入会が承認された。
平成20年7月30日午後7時より健康の森講堂にて

国民の医療を守る栃木県集会が開催される。参加安
まl等が届いているので本会として7〜8名参加したい。

・総務部

理事：放鳥正道 公益法人制度改革制度研修会に

理事：柏崎克彦 特になし。
・企画部
理事：金田幹雄 ′ト黒理事より特になしとのこと。
・地域医療対策部

理事：清田 宏 特になし。
・女性部

理事：武藤美子 女性会員のための意見交換会開

平成20年7月30日山席する。（健康の森）

・財務部
理事：金田幹雄 奈料にもとづき第1回卒後教育

講座会計決算を報告する。

催について、会場を県立がんセンターにて開催した
い考えであるが、今のところ日時は未定である。開

催は土曜日の午後としたい。

平成20年3月に日本放射線技師会より送イ」された
平成19年度会禦未納者への請求一書は、平成19、20年

（各地区報告）

度の日本放射線技師会会費と20年度栃木県放射線技

・第ユ地区

師会会砦であった。そのため請求苫どおりに納入し
ても栃木県放射線技師会の19年度分が未納であるた
め、納入された会粥は、19年度会費と処理し20年度

理事：吉成亀蔵 仲になし。
・第2地区

理事：小野光也 特になし。

会群は未納扱いとした。当該会員には通知済である。

・第3地区

平成19年度会費未納者には電話で連絡し、理事の居
る施設のかたには理事より納入するように働きかけ

理事：大簗傾一 時になし。
・第4地区

ている。日本放射線技師会は、平成20年8月上旬会

理事：島田智彰 平成20年7月9日佐野厚生総合

費未納者への再請求を行い平成20年9月末までに納

病院において地区幹事会を開催し、第∠1地区研修会

入されない場合は、会員奈格を停止する予定である。

を平成20年11月29日に佐野医師会病院にて開催する

なお、再請求の際には栃木県放射線技師会会費も請

こととした。研修内容はメーカーによる講演を予定

求していただく予定である。

している。

第24回日本放射線技師会総合学術大会演題発表者
と座長に参加登録朋の助成をした。

・第5地区

理事：日向野勇 将になし

座長：上村勝美（栃木県立がんセンター）

発表：佐藤統蕃・諏訪裕美（大皿原赤十字病院）
発表：安田志乃・江崎 徹（自治医科大学附属病院）

議長は、この試案について議場に諮ったところ、

満場一致で承認された。

・学術部

理事：柳沢三二朗 第4回栃木県放射線技師会学
術発表会の演題募集と抄録締め切り、開催会場につ
一21−

第8号議案 その他（報告事項）
議長：茂木常男 奈料にもとづき報告する。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

1．平成20年度北関東地域放射線技師全 役員会報苫

平成20年6月7円出日本放射線技師会定期総会が
星陵会館（東京都）で開催された。本会から3名の

代議員が出席した。
第ユ号議案から第2号議案 全ての議案が承認さ
れた。定期総会の詳細過程は情報誌に掲載する。

満場一致で承認された。
議良は、その他について諮ったところ特になく、

以上本日の議案が、満場一致にて承認されたことを

確認した。

平成20年6月8日（日日］本放射線技師会理事会が開

議長は、本日の平成20年度第2回理事会における

催され、新会長に北村幸明氏、副会長に阿部一之と

議案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降

播磨利光が選目された。

壇した。

2．第4回の理事会開催日の変更について
平成20年11月14日捻）第5回放射線技術研究会が開
催されるため平成20年11月21日（蝕二変更する。

日

韓適地尋白話計画

日 時：平成20年9月19日劇 午後6時30分

議長：茂木常男 閉会を宣し、午後8時15分散会
した。

史∃董羞諾意炒）

場 所：栃木県済生会宇都宮病院グリーンホール

出席者：（理事）茂木常男、神山辰彦、野澤幸二、福［［卜敏幸、金田幹雄、牧島正道、柳沢三二朗
日向野功、武藤美子、柏崎克彦、樋口清孝、小黒 清、大築慎一、島田智彰

寺島洋一、清旧 宏、吉成亀蔵
（監事）川l二1俊郎、若林忠恭

委任状出席：（理事）小野光也

【開会の経過】

議長は平成20年度第2回理事会議事録の承認につ
いて諮ったところ、満場山敦で承認された。

定刻に至り、会長茂木常男 開会を宣する。

会長：茂木常男 本日の理事会は法定数を満たし
たので有効に成立した旨を告げ、書‥記並びに議事録

議長：茂木常男 第2Ⅰ亘Ⅰ理事会以降の動きを奈料
にもとづき報告する。

著名人の選任方法を諮ったところ、満場一致をもっ

7月211‡日月）新潟県放射線技師会 北関東学術大会

て議事録著名人に理事神山辰彦、理事金田幹雄、一書：

の座長推薦者2名と施設長宛への依頼文のお願いを

記に理事吉成亀蔵が選任された。

した。

7月24日休）千葉県技師会から本会へ漏洩放射線測
第1号議案 平成20年度第2回理事会議事貪蓑の承認

並びに会長報告

測定に関わる事業は行っていない旨をメールにて返

議長：茂木常男 平成20年度第2回理事会議事録
の承認を求める。

理事：柳沢三二朗 第7号議案の学術部報告で学
術研究発表会の抄録締め切りがトド成20年12月2日
蛙）」とあるのを、「平成20年12月12離別 に訂正願
いたい。

理事：樋口清孝

定業務のアンケートが届いたが、本県では漏洩線量

第7号議案の広報部報筈で

「〔あすた−と〕99号」とあるのを「会誌99号」と訂

正願いたい。

送した。

7月30日（水公益法人制度改革研修会、栃木健康の

森で開催、牧島総務部長参加
l卦民の医療を守る栃木県研修会、栃木健康の森で

開催、本会5名参加
9月5日睦）第3回三役会（栃木県済生会宇都宮
病院）〈茂木会長、神LLい野澤副会長、福田常務理
事、牧島総務部長〉
9月19日（劫第3回理事会
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∃薇l局E訃告
第2号議案 第2回卒後教育講座（公開講座）について
理事：柳沢三二朗 資料にもとづき阻害する。日

第4号議案 栃木県放射線技師会誌100号記念誌の

時、場所などについては以下のとおりである。

理事：樋口清孝 会誌100号を記念誌とするので
はなく、今までの会誌に100号記念特集として巻頭

発行について

日時：平成20年11月8日出
14：30受付15：00〜16：30まで

に掲載する。元会長・副会長、現会長・副会長、理

場所：栃木県立がんセンター 3階講堂

事や技師歴5年・10年・20年・25年・女性会員等に

内容：医療惰鞭の管理について

栃木放射線技師会への期待などについて原稿依頼を

講師：国際医療福祉大学講師 樋「硝孝先生
会費：無料

する。会誌100号までの軌跡として写真を中心にし

場所に関して放射線展と同一に行うという案があ

めたい。原稿締切日を平成21年1月15日（粥、発行予

り、メモリアルから変更をしている。司会進行は小

定日は平成21年3月2日（月）としたい。また、寄稿者

野理事にお願いしたい。

に原稿料として2千円程度の園舎券を進呈し、原稿

た流れを載せたい。A4サイズの経費を検討して決

議長：茂木常男 演題の「医療情報の管理につい

は8（氾字程度として、写真を多用したい。

て」は堅い題名ではないか。樋口理事にメールにて

内容の見直し依頼をした。

議長は、この議案について諮ったところ満場山孜

理事：樋口清孝 「医療における情報管理とは」
と改めたが一般の方が興味を持ちそうな題名を検討

で承認された。

したい。

第5号議案 第4回栃木県放射線技師会 学術研究

議長：茂木常男 当日、日赤東部ブロック技師
長・課長会議に出席するため、こちらには出席でき

ないため、第2回牛後教育講座については副会長に
よろしくお願いしたい。

発表会について

理事：柳沢三二朗 資料にもとづき報告する。日
時および場所などについては以下のとおりとしたい。
日

時：平成21年3月151≡1（川

9時受付
議長は、この議案について諮ったところ満場一致

で承認された。

9時30分間会

場 所：粥協医科大学病院 間湊記念館 講堂
参加費：500円

演題募集締め切り：平成20年12月12即効

第3号議案 放射線展の開催について
理事：小黒 清 前回にて放射線展と第2回牛後

発表方法：パワーポイント（原則PCを自分で持込み）

教育講座を一緒に行うという案があり、宇都宮のホ

抄録集の発行日：100号記念誌とは別に抄録集を

テル東武グランデの4階で検討したが、一般の方が

作成したい（記念誌と同時発行）

−一杯集まる場所で検討すると宇都宮市文化会館、と

受 付：財務部
進行係：学術部（責任者 学術部長）

ちぎ健康の森、またはパルティとちぎなどが適切で、

発表の仕方：演題を印し込んだ方に直接案内します

行いとちぎ健康の森にて2月中旬〜下旬にて土曜、

昼食の用意：弁当の注文を受け付け時に取る（食
堂を借用して食べることが可能）。値段は学術部

日曜の2［川胃もしくは1日間で行うか、またはギャ

と相談にて決定したい。

ラリーを借りて他の催し物と一緒に行うのか、探し

学生の参加は認めますが、非会員・会粥未納者の
参加は認めない。

問合せた結果どこも予定が入っている。再度検討を

ているが今のところ未定である。最悪の場合閲催で
きない可能性もありうる。検討はしたが適切な場所

イベントのItt詣：社会活動として認められるかイ

が確保できず、継続して場所の確保に努める。今年

ベント申請を行う。

度はパネルが古く更新をするということも必安であ

ろう。今年度より場所の確保に努めれば、来年度は

議長は、この議案について諮ったところ満場一致

で承認された。

確実に放射線展を行えるであろう。
議長は、この議案について諮ったところ満場一致

で承認された。

第6号議案 女性会員のための意見交換会開催について

理事：武藤美子 資料にもとづき報告する。女性
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会員のための意見交換会を以下のとおりの内容にて

開催する。

福田 敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）
横倉 健二（佐野厚生総合病院）

時わ平成20年11月1日化15時（追分より

また、本日県庁医事厚生課より野澤幸二副会長の

場 所トパルティとちぎ男女共同参画センター

日本公衆衛生協会長表彰受賞が決定した旨、連絡が

日

入った。

1階レストラン

・総務部

宇郁富市野沢町4番地1／TEL．028−666−1331

参加費卜無料
内 容ト『女性会員のための意見交換会』

理事：放鳥正道

益法人研修会が開催され出席してきた。
公益法人への移行は、平成20年12月1日〜平成25

参加締め切りト10月20口

女性会員の親睦を目的とし、業務上の疑問や、女

性会員にしか話せない問題点等、屈託のない意見交
換ができればと考えている。
また、平成20年度マンモグラフイ研究会の開催に
ついては以下のとおりとしたい。

日

去る7月30日に県主催による公

年11月30日の5年間で行われる。

今後、会計基準・税制についての研修会が順次開
催される。現在までのところ、栃木県技師会はまだ
準備に入っていないが、今後は他県技師会等の動向
を伺って対応したい。

・財務部

時卜平成20年12月6日出

理事：金田幹雄 資料にもとづき報告する。現在
まで（平成20年9月9日現在）の会費納入状況は次

午後3時00分より午後4時30分まで

場 所卜栃木県立がんセンター 3階 講堂

のとおり。

宇都宮市陽南4−9−13／TELO28−658−5151

内 容ト『MMG症例検討会』

正会員

参加型卜無 料

賛助会員

各施設からMMGのフイルムを持参していただき

広告料

413名／∠168名（88．2％）

8社／16社（弧0％）
9杜／19杜（47．4％）

症例検討会として開催したい。
議長は、この議案について諮ったところ満場一一枚

で承認された。
また、日放技より会費請求するに当たり、486

第7号議案 各部・各地区報告
（各部報告）
・事務局

名×∽円＝24，300円を本会が負担した。

会墾未納者への再請求は8月中旬、日放枝より送
付済であり、再請求にあたり、66名×50円＝3．300

理事：福田敏幸 賓料にもとづき報告する。現在

円を負担した。本会会費のみ未納会員への再請求苦

の会員総数は469名である。また入会届が2名より

は8月18日付けで送付済である。10月1日付けで本

提出されている。

会会費の未納会員へ栃木県技師会の会員の翫格を停
止する旨を通知した。

小林

誠 池田脳神経外科

斎藤 仁嗣 福田記念病院

地区助成会金については、地1亘牛後教育講座の開

催が決定し次第、希望金額を知らせてほしい。
議長は2名の入会について議場に諮ったところ

会務により発生した諸経費、旅費等の請求は、必

満場一致で仝貝の入会が承認された。

ず活動報告凱こてお願いしたい。
・学術部

理事：福田敏幸 第48恒卜栃木県公衆衛生大会にお
いて以下の方々が表彰を受賞した。

理事：柳沢三二朗 第2回卒後教育講座の閲催場
所は栃木県立がんセンターにて決定。内容の週日が
決定し次第案内を送る。
・広報部

〈知事表彰〉

若林 忠恭（塩谷総合病院）
〈大会艮表杉〉
吉原 淳一（那須南病院）

理事：樋口清孝 あすた−と19号は11月10日（月）発

行予定で準備している。原稿締め切りは10月20日（月）

原田 修作（凋協医科大学日光医療センター）

とする。
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ヨ画高田竜
・組織部

○団塊の世代の定年により会員数が減少した。

理事：柏崎克彦 特になし。
・企画部

○国際放射線技師認定試験 9月21日伯）
日本・台湾・タイ・香港・マカオ・シンガポール

理事：小黒 清 平成20年9月21日（R）開催の第30

回記念ゴルフ大会参加状況報告についは、福田常務
にお願いしているので報告をお願いしたい。

で実施。
〇円繰健康セミナー21日本経済新聞主催
9月301三相d13時より

日本橋三越本店三越劇場

67回エックス線検査って本当に大丈夫CT・MMG

理事：福田敏幸11祖44名の参加（メーカー9社、
OB2〜3名）で開催する。

などの放射線を使った検査の付き合い方。

・地域医療対策部

特別協賛…日本放射線技師会／パネリスト 早見

理事：清田 宏 各地区公衆衛生大会は8月に連
絡が入る。小11い栃木・大田原・安足・宇都宮地区

優／技師会＝・諾意・成田
○鈴鹿教育センターの処分問題については、鈴鹿医

で合計7名を推薦する。11月に各地区の公衆衛生大

療科学大学が引き取るプ引句である。
○学生の臨床実習時に於ける放射線照射行為に対す

会で保健衛生功労者表彰が行われる。
・女性部

るガイドラインについて、茨城県立医療入学が厚

理事：武藤美子 特になし。

労省に問い合わせた結果、照射は不可との回答。
ガイドラインは保留を含め検討、学生に照射はさ

各地区理事活動報告（収支決裂二報告憲の提出）

せないこととする。

・1地区

〇第66回総会20年度予算案が承認されたが事業支出

の事業運営群と学術大会準備金の金衝が事業費支

理事：吉成亀戴 特になし。
・2地区

出の合計に合算されていないため不足金が出た。

理事：福田敏幸 小野理事が欠席だが、特になし

不足金は国際放射線技師教育センタ一桁立金を崩
して袖てんする。3．5（カ万円。
〇第67回総会 第25回学術大会にて、鹿児島市

とのこと。

・3地区

理事：大築慎一 牛後教育講座について打合せを
行いたいので第3地区選出理事の方はこの理事会終
了後お残りいただき閲催日時、内容等を決定したい。

平

成21年6月6日出午後から開催される。臨時総会
は開催されないことになった。代議員は茂木会長、

神山副会長、福m常務理事となっている。
○鈴鹿医療科学大学大学院の東京サテライトができ

・∠l地区

理事：島田智彰 牛後教育講座については、平成

る。学生は本会のシニア放射線技師格から選ぶ。

20年11月29日出午後2時30分受付、3時間会で佐野

医師会病院を会場に、メーカーによる講演を予走し
ている。

議長は、この議案について質問がないか諮ったと
ころ特になかった。

・5地区

理事：日向野勇 将になし。

議長はその他について諮ったところ特になく、以

上本日の議案が、満場一致で承認されたことを確認
議長は、この議案について諮ったところ滴場一致

した。

で承認された。
議長は本日の平成20年度第3回理事会における議

第8号議案

その他報告

案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降壇

議長：茂木常男 9月13日仁山二第4回日本放射線

した。

技師会理事会が開催されたので主な内谷について報

告する。

議長：茂木常男 閉会を宣し、午後8時15分散会
した。
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画 調適地蜃射国包 トト 畠畠亀頭怒触り
日 時：平成20年11月21日捻）午後6時30分

場 所：栃木県済生会宇都宮病院 会議室

出席者：（理事）茂木常男、神lJll辰彦、野澤幸二、福田敏幸、放鳥正道、金田幹雄、柏崎克彦、樋口清孝
柳沢三二朗、武藤美子、吉成亀蔵、fi■把Ⅰ宏、′ト野光也、大築慎一、島圧l智彰

日向野功、寺島洋一

（監事）川口俊郎、若林忠恭
欠席者：（理事）小黒 清
【開会の経過】

10月4日仙北柑日本放射線技師会会長との懇親会

定刻に至り、会長茂木常男 開会を宣する。

（朱鷺メッセ）〈茂木会長〉
10月4日仁0・5日（日）北関東地域放射線技師学術大

会長：茂木常男 本Ⅰ≡】の理事会は法定数を満たし
たので有効に成立した旨告げ、憲記並びに議事録著

会（新潟）

名人の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって

合教育センター）〈金田理事〉

．圭琵己に理事大築慎一、議事録著名人に理事神LLL辰彦、

10月31口絵）第4回三役会（栃木県立がんセンター）

理事柳沢三二朗が選任された。

〈茂木会良、神山副会良、野澤副会良、牧島理事〉

10月23日休）公益法人実務担当者研修会（栃木県総

11月1日出女性会員のための意見交換会（パルテ

第1号議案 平成20年度第3回理事会議事重責の承認

並びに会長報告

ィとちぎ男女共同参画センター）
11月8日LU第2回卒後教育講座（栃木県立がんセ

議長：茂木常男 平成20年度第3回理事会議事録
の承認を求める。

11月10日∽）あすた−と19号発行

理事：小野光也 各地区理事活動報告で、「2地
区理事小野光也特になし。」とあるが、理事会当日

センター）〈茂木会長、島田理事〉

は欠席であったため、氏名を削除願いたい。

11月14日（斜第5回栃木県放射線技術研究会（ホテ

議長：茂木常男 第8号議案の「日経健康セミナ

ンター）

11月13日（粥安足地区公衆衛生大会（安足健康福祉

ルニューイタヤ）

ー21」において、パネリストの諸角を、諸潔に訂正

11月21日㈲実務担当者会議（日本放射線技師会）

願いたい。第7号議案の財務部報告で、「10月1日

く金田理事、矢野事務員〉

付けで〜貿格を停止する旨を」を「10月1日付けで
〜資格を停止する旨を通知した。」に訂正願いたい。

11月211≡l塩）第4回理事会（済生会宇都宮病院）

第2号議案 平成20年度 マンモグラフイ研究会の

議長は平成20年度第3回理事会議事録の承認につ
いて諮ったところ、満場一致で承認された。

開催について

理事：武藤美子 資料にもとづき報告する。日時
および場所などについては以下のとおりとしたい。

議長：茂木常男 第3回理事会以降の動きについ
て報告する。

日

時卜平成20年12月6日15：〔旧〜16：30まで

場 所卜栃木県立がんセンター 3階講堂

9月21日（日）第30回親睦ゴルフ大会（東雲ゴルフク

内

ラブ）

参加費卜無料

9月24日（湘公益法人制度改革研修会（栃木県総合

症例は各施設からの持ち寄りなので、なるべく多

教育センター）〈牧島理事〉
10月3日（捌ヒ関東放射線技師会役員会、南・北関

くの症例を提供していただきたい。ホームページか

東地域放射線技師会役員会（ホテル日航新潟）
く茂木会長〉

容トMMG症例検討会

らの申し込みで、茨城県放射線技師会会員からの参

加を認めた。日本放射線技師会会員であれば、他県
からの研究会・研修会の参加を認めても良い。また、

他の研究会や年後教育講座などの非会員の参加は原
則として認めないが、放射線技師ではない他の職種
の参加は認めてもよい。技師会の活動を他の職種に

使用する
受 付卜財朗部
進行係卜学術部（進行係琵任者は学術部長です。）

理解していただく機会になるためである。但し、参

昼食の片憶についてト5（氾円程度の弁当を用意する。

加粥を設定し、会員分は技師会が負担し非会員の場
合はその全額を自己負担する。

進捗状況ト11月21日現在、演題の申し込みはまだ

1題しかない。自治医科大学で5題を申込む予定
だが、他の施設でも予定があればなるべく早めに
申し込んでいただきたい。また、抄録の締め切り

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

は平成21年1月末日でお願いしたい。

満場【一致で承認さjtた。

牛後講演は、大田原El赤病院の水沼先生に依頼済
みである。当日の係り（司会、座長など）は、後日

第3号議案 放射線展の活動方針について

議長：茂木常男（′J、黒企画部長欠席のため）

改めて協議し決定したい。

議長：茂木常男 日本放射線技師会の要請によ

今年度は開催せずに、パネルの更新を行う。現在
所有しているパネルの数と状態を把接して状態の悪

り、生涯カウント申請のため演者と演題名、座良の

いものは更新し、不要なものは廃棄する。この担当

氏名を報告する予完である。

は、小黒企画部良と神山企画委員、および清田企画
議長は、この議案について議場に諮ったところ、

委員で委員会を開催して行っていただきたい。

満場一致で承認された。
議長は、この議案について議場に諮ったところ、

第6号議案 平成21年度 事業計画（案）の作成に

満場一致で承認された。

ついて

第4号議案 栃木県放射線技師会100号記念誌の発

議長：茂木常男 平成21年3月15日の第79匝】定期

総会にて事業計画（案）を提出するにあたり、

行について

理事：樋口清孝 進捗状況の報告と原稿依頼者の
確認が行われた。また、武田前副会長については叙
勲に閲する文章と、100号記念に関する文章の二種
類を執筆していただくように依頼した。

・会誌を年1回とし、A∠1サイズに変更する。101

号を7月に発行する。
・情報誌「あすた−と」の発行回数を3回にする。
発行月は、5月、10月、1月とする。

従来の大きさからA∠1版に変更した場合、約30％

・広告料は年2回分なので、第5回研究発表会抄録

砦用が上がってしまうが、金田財務部長より経費に

集へ掲載する。
・栃木県放射線技師会学術研究発表会の開催は、第

ついては問題ないということから、A4版の大きさ

に変更をお願いしたい。

5回から毎年開催する。
などの案が出されている。
また、各部長は平成21年1月151ヨ（杓までに活動報

議長は、この試案について議場に諮ったところ、

満場一・致で承認された。

告の提出をお願いしたい。

第5号議案 第4回 栃木県放射線技師会 学術研
究発表会について

議長は、この試案について議場に諮ったところ、

満場一致で了承された。

理事：柳沢三二朗 資料にもとづき報告する。日

第7号議案 各部・各地区報告

時および場所などについては以下のとおりとしたい。

（各部報告）
・事務局

日 時卜平成21年3月15日（日）

9時受付

9時30分開会

理事：福田敏幸 議長の求めにより資料にもとづ

場 所卜澗協医科大学病院 関湊記念館 講堂
参加費15（対円

き報告する。会の動きについては、1号議案で会長

演題募集締切日卜平成20年12月12日（全）

より報告があったとおりである。

発表方法卜口述発表とし自分のノートパソコンを
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会員の動静については、会員総数472名で、転出

1名、異動3名である。

平成20年度公衆衛生事業功労者（柵日本公衆衛生協

栃木県放射線技師会学術研究発表会が隔年から毎年
に変更されるのにあたり、妬回学術都が主催するの

会長表彰と、各地区公衆衛生大会表彰があり、受賞

は困難だと思われるので検討いただきたい。

された方々については寮朝を参照願いたい。

・広報部

次の3名の新入会・転入会申請が届いている。

理事：樋口清孝 「あすた−と」20号の発行予定

斎藤 道宏（邦協医科大学病院）
藤塚
妙（佐野厚生総合病院）
梁島 俊子（矧協医科大学病院）

日が平成21年1月10日なので、原稿締め切り子完日
を12月20l二lに設定したい。100号記念誌の発行予定

日が平成21年3月2日なので、記念誌に関する原稿

以上、3名について入会を認めて良いか、お諮り

する。

締切日を1月ユ5日に設定したい。ただし、通常の原
稿については2月15日でお願いしたい。

・組織部

議長：茂木常男 平成21年度関東甲信越学術大会
の実行委員を和昭理事にお願いすることとする。
・企画部

議長は、3名の入会について議場に諮ったところ、

満場一致で全員の入会が承認された。

・総務部

理事：福田敏幸 第301打記念ゴルフ大会が開催さ

理事：飯島正道 9月24日（仙こ行われた、公益法

人制度改革研修会について資料にもとづき報告する。

れ、若林忠恭理事が優勝した。今後は、技師会が主催
者となって賛助会員を集めて行うようなゴルフ大会は

理事：金田幹雄10月231］（ホ）に行われた公益法人

実務担当者研修会について賓料にもとづき報告する。
・財務部

附催しない。同好会のように有志が集まって、みんな
公平な立場でプレーするような形にしていきたい。

・地域医療対策部

理事：金田幹雄 議長の求めにより貿料にもとづ

き報告する。
平成20年度会費納入状況は、11月20日現在440名

で納入率は932％である。平成19年度会費未納者は

理事：清田 宏 各地区公衆衛生大会受賞者につ
いて報告する。事務局からの報告があったように、
各地区から7名の方が受賞された。
・女性部

2名であり10月14酎寸けで会珊納入規程にもとづく

理事：武藤美子 女性のための意見交換会開催報

條閲紙の送付の停止をする旨の通知を送付済みであ
る。また、会員資格停止の規程が無いため、今後開

告と今後の活動方針について報苦する。11月1日山

催される卒後や研究会等の開催通知に会型未納者の

行われた。参加者は6名で、産休に閲する意見や、

参加は認めないと明記していただきたい。

マンモグラフイの件数が増える一一万で女性の技師だ

15時より、パルティとちぎ男女共同参画センターで

平成21年度の会㌍請求二迂‡＝が日放技から各会員宛に

けで撮影をするのは非常に大変であるなどの内容で

発送されるが、今回は会砦納入を口座振替にしてい
ない会員にのみ発送される。口座振替の会員には、

あった。今回の開催場所は県央であったが、次回か
らは県南や県北でも開催したい。

会費納入の振替のお知らせを本会が発送する必要が
ある。

平成20年度北関東地域放射線学術大会において、
本会から発表者2名と座長2名の参加があったので

助成金を支給した。
理事活動を記録しておくために、必ず活動報告巷
の提出をお願いしたい。諸経費、旅費はその活動報
菩飢こもとづいて支給する。

（各地区報告）
各地区とも、牛後教育講座の開催予定について報
告する。
・第1地区（吉成理事）
l≡川寺：平成21年ユ月311］出

場所：那須スポーツパーク
内容：メーカーから2演題、及び会員から1演題

・学術部

の予定

理事：柳沢三二朗 第2回卒後教育講座について
報告する。今回は一般市民の参加を認める公開講座

・第2地区（小野理事）

であったが、参加者は34名と非′新二少なかった。広

詳細は未完であるが、平成21年1月中に凋協医科
大学病院でメーカー及び会員の演題発表を予定して

報活動があまりできなかったためだと考えられる。

いる。
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・第3地区（大築理事）

3．南・北開東地域放射線技師会会長会議報告につい

日時：平成20年11月鵠別封

午後6時桝付

7時開会

て資料にもとづき報告する。
4．日本放射線技師会会長懇談会報告について資科に

場所：済生会宇都宮病院グリーンホール

内容：開業医による講潰「脳神経外科褒床クリニ

もとづき報告する。
5．委月会の名称の変更について

ックでの画像検査」

定款・諸規程改正委員会を公益法人格取得委月会

・第4地区（島田理事）

へ変更する。

日時：平成20年11月29日比）

午後2時罰分鮒 3時国会
場所：佐野医師会病院
内容：メーカーによる講演数題
・第5地区（日向野理事）

定款・諸規程の改正の他に事業内容や財務調書な
どを検討して、公益社団法人格を取得するための

委員会として活動するので、委月会名を公益法人
格取得委月会へ変更する。
6．実務担当者会議

日時：平成21年1月24日出

地方で開催した研修会等は、日放技の「社会活動

場所：グランドホテル清風
内容：メーカー及び会月の濱尾発表

ポイント」として認められる。

各認定制度の更新において、実績カウントが足り
ない場合は生温カウントから禰てん可能である。

議長は、この議案について議凱こ誇ったところ、

また、更新締切E＝ますべて4月1日とする。

満場一致で7暴された。
議長は、その他について請ったところ特になく、

第8号繍案 その他（茂木会長）

以上本日の議案が、満場一致にて承認されたことを

1．原子炉災害防災訓練を茨城県放射線技師会が実施

確認した。

し、本会にも訓練のための緊急連絡がFAXと電
子メールによっであった。本会は、直ちに電子メ
ールにて確認のための返信をしたが、翌日に返信
したところもあった。緊急連絡には電子メールは

役に立たないと思われた。
2．北開東地域放射線技師会第2回役員会報告につい
て資料にもとづき報告する。

議長は、本日の平成卸年度第4回理事会における

議案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降
壇した。
繍長：茂木常男 閉会を重し、午後8時30分散会
した。
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