
日　　時：平成21年3月15臼田）午後1時00分 

場　　所：猫協医科大学病院　間湊記念館　講堂〈下都賀郡壬生町北′J、林880〉 

総会員数：471名 

出席会員数：290名（内訳：本人出席者33名、委任状出席者191名、二茸而表決出席者66名） 

【開会の経過】

定刻に至り、副会長神山辰彦が開会を宣する。

会長茂木常男より閲会挨拶の後、司会者より総会運

営委員会に報告を求める。

総会運営委員長：吉成亀蔵

平成21年3月15日（軋　午後1時00分現在の社団法

人栃木県放射線技師会の正会員数471名、本日の会

場出席者数33名、委任状による出席者数191名、古

面表決による出席者数66名となっている。したがっ

て有効出席者数は290名で本会定款24灸の「総会は

正会員の2分の1以上の出席がなければ開会するこ

とができない」の条文を満たしており、本日の総会

は有効に成立する旨告げる。続いて議長、古記並び

に議事録著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、議長に芳賀赤十字

病院　武藤美子、憲記に栃木県立がんセンター　牧

島正道、議事録著名人に凋協医科大学日光医療セン

ター　金田幹雄、自治医科大学附属病院　神lLt辰彦

が選出される。

議長　武藤美子　議長席に登壇し、議長より挨拶

の後、議案の審議に入る。

議長：武藤美子　第1号議案平成21年度事業計画

（案）、並びに第2号試案平成21年度予算古（案）は

関連するものであるので、両議案について執行部よ

り提案の後、両議案を一括して審議並びに採決を行

う旨を議場に告げる。

議長：武藤美子　まず、執行部より平成21年度事

業計画（案）について説明をお願いしたい。

第1号議案　平成21年度事業計画（案）

会長：茂木常男　議長の求めにより総括を薬科に

もとづき提案する。

平成20年度の活動は「継続は力なり」を基本に主

事業を継続してきた。平成21年度も主事業を継続し、

県民からの多様な要望に応えるため、「安全で安心」

「期待される放射線技術」が提供できる放射線技師

を育成していく。また、国は「がん対策推進基本計

画」において2012年3月までに5大がん（胃・肺・

肝・乳・大腸）の検診受診率のl］標を50％としてい

る。このがん対策において、画像診1折の重要性は明

白である。たとえ検診受診率が上昇しても、その対

策に寄与するためには、診断価値の高い画像が提供

できなければ検診の意味はない。その画像を提供す

る主役は、放射線技師である。そのためには医療技

術の向上、自己資質の向上などに繋がるための講習

会を計画・立案していく。さらに人間性の滴養にも

努めていく。特に牛後教育講座の講演内容の充実を

図る必要性がある。

講座を開催するに当たり、日本放射線技師会が認

定する社会活動カウントが付与されるように常に開

催内容を申請し、各種認定資格が容易に更新できる

ようにする。この申誠により、会員の活動状況は、

日本放射線技師会のホームページ「会員用システム」

から確認できるようになる。

会員の放射線業務の向上と医療技術の発展に努め

る目的で、第5回学術研究発表会を会員の協力のも

と、平成22年3月に第3回卒後教育講座として開催

する。

県民から見える職業を目指す目的で「放射線被ば

く線量低減」をはじめ、「医療被ばくの不安解除」、

「画像診断の重要性」「最新画像診断機器」などを県

民に理解してもらう。医療放射線についても正しい

啓蒙に努める。その事業としてホームページの充実、

公開講座、放射線展などを開催し、第2回卒後教育

講座は公開講座として開催する。

本会は、公益に関する事業を行う「公益社団法人」

として意思表明をしていくためにも、各地区の活動

の活性化を図る必要がある。地区研修会は年1回以

上開催し、参加者の増員に努め活発な意見交換を行
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う。この地区研修会をとおして、画像診断に関する

説影技術及び知識の向上を図るとともに、医療放射

線の適正利用を推進し、県民の医療と保健の維持発

展に寄与する。また、公益社団法人格取得のための

講習会などへは積桓的に参加する。公益法人格取得

委員会も適時開催し、検討する。

医療惰報収集等は、本会のホームページ等から容

易にできるようになってきた。これを契機に栃木県

放射線技師会誌の発行回数を年1回とし、サイズも

85からA4版へ変更する。さらに情報誌「あすた
－と」の発行回数を年4回から3回へ変更する。

本年度の事業詳細計画については、資料を参照し

ていただきたい。

議長：武藤美子　次に平成21年度予算書（案）の

説明を執行部よトお願いしたい。

第2号議案　平成21年度予算書（案）

理事：金田幹雄　茂木会長に代わり財務担当のほ

うから平成21年度予算苫（案）を提案させていた

だく。

事前に資料をお配りしてあるので、ここでは個々

の数字は読み上げず、概略のみの説明とさせていた

だく。

説明に入る前に、賓料の言丁正をお願いする。支出

の部の全ての勘定科目の名称の後に支出と付け加え

ていただく。印刷の際のミスということで、訂正さ

せていただく。続いて説明に入る。

平成21年度は、前年度より収入が大幅に減少する

ことが予想されるため、多くの支出を削減した。

まず収入の部、会費収入の正会員収入は、昨年12

月末時点での会員数473名と昨年度より15名減って

おり、新入会者も例年20名程度であることから、減

額とした。

事業収入の研修会収入は、今年度の実績を考慮し

減額とした。収入合計で、昨年度よりも59万8千円

減の831万3千円とした。

次に支出の部、管理費は20年度実績をもとに予算

配分した。事業費は21年度事業計画（案）にもとづ

き、20年度の実績を踏まえて予算配分した。

基金積立支出、予備費支出はそれぞれ前年と同額

の10万円とした。

収入が減っている分、当然支出も抑制したが、会

誌や情報誌「あすた－と」の発行回数を削減したこ

ともあり、事業の遂行には支障をきたすことはない

と考えている。

以上、提案させていただく。

議長は第1号、第2号の各議案について質疑を諮

ったが特になかった。

議長は第1号議案について採決を行った。

結果、苦而表決者65名が賛成であり、会場出席者

による採決は満場一致により本議案は可決された。

議長は第2号議案について採決を行った。

第1号議案同様、書簡表決者65名が賛成であり、

会場出席者による採決は満場一致により本議案は可

決され、両議案とも原案どおり可決承認された。

次に議長は第1号議案、第2号議案の（案）を削

除するよう指示した。

第3号議案　平成21年度スローガン（案）

議長：武藤美子　資料にもとづき平成21年度スロ
ーガン（案）「専門的知識と技術の修得に努めよう」

を読み上げる。

議長：武藤美子　この議案はスローガンであり、

質問を受けずにこのまま採決に移る。

議長は、第3号議案について採決を行ったところ、

古画表決者65名が賛成であり、また、会場出席者に

よる採決は満場一致により本誌案は可決承認された。

次に第3号議案の（案）を削除するよう指示をした。

第4号議案　会費免除に関する規定について

会長：茂木常男　議長の求めにより、提案矧土日こ

ついて説明する。栃木県放射線技師会　会費納入規

程第2粂（1）、（2）、（3）のあとに（4）として

以下の条文を追加したい。

（4）日本放射線技師会の会費免除に関する規定に

該当するものは、本会の会費も免除とする。但し、

終身会員賓格取得者の免除、特別寄附者の免除は

除く。

議長は第∠1号試案について採決を行ったところ、

告面表決者65名が賛成であり、また会場出席者によ

る採決は満場一致により本議案は可決承認された。
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次に第4号議案の（案）を削除するよう指示をし

た。

第5号議案　その他

議長は、その他について議場に諮ったところ、特

になかった。

議長は、本日の議案がすべて承認されたことを確

認し、第79回総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。

副会長：野澤幸二

閉会を宣言し、午後1時18分に散会した。

二⑳　妻鯛・脇机茄遁船舶茄義勧説義】

日　　時：平成21年5月24日（日）午前9時30分 � 

場　　所：コン七一レ　′トホールく宇都宮市駒生1－1－6〉 � 

総会員数：466名 � 

出席会員数：279名（内訳：本人出席者19名、委任状出席者213名、 �ここ！；＝而表決出席者44名） 

【開会の経過】

定刻に至り、理事紬1日云彦　開会を宣する。

会長茂木常男より開会挨拶の後、勤続20年及び35

年功労表彰が行われ、35年功労者4名と20年功労者

10名が表彰された。

続いて、

総会運営委員長：日向野勇　本日の総会は法定数

を満たしたので有効に成立する旨を告げ、議場に議

長、書記並びに議事録著名人の選出方法を諮ったと

ころ、満場一致をもって、議長に理事袖崎克彦、碧：

記に理事福田敏幸、議事録著名人に理事神Ll」辰彦、

理事金田幹雄が選任された。

議長柏崎克彦より挨拶の後、議案の審議に入った。

議長：柏崎克彦　第1号議案平成20年度事業経過

報告を執行部より報告願いたい。

会長：茂木常男　議長の求めにより平成20年度事

業経過の総括を資料にもとづき報告する。

本会の平成20年度の活動は、予定されていた3回

の卒後教育講座を開催し、そのうち第2回卒後教育

講座は公開講座として開催した。放射線展を継続し

て実施していくための検討とパネルの更新について

も検討した。

1地区～5地区による卒後教育講座も地区毎に1

回開催された。マンモグラフイ研究会は、栃木県立

がんセンターで開催、技師による乳腺画像の読影検

討会を行った。消化管撮影研究会も11年日を迎え、

本会の消化管撮影の粘度管理などに欠かせない研究

会である。本年度の研究会は、不定期開催ではあっ

たが、着実に会員へ貢献している。

しかし、会務などは順調に開催されながらも、会

員の増加は認められず、組織部のさらなる活躍と新

人会への勧誘に努めていくことが重要である。勧誘

するに当たり、本会の事業計画も再検討する時期が

来ていると思う。平成20年12月には「新公益法人制

度」が施行され、本会もこの施行日から5年間の移

行期間中に積極的な検討が望まれる。公益法人格取

得委員会では、県内で開催された「公益法人につい

て」の申請方法などの説明会へ積極的に参加した。

第78回完期総会は、平成19年度の事業経過報告、

会計決算報告、監査報告の試案を審議し、承認され

た。

第79回定期総会は、平成21年度事業計画（案）、

予算書（案）、スローガン（案）、会費免除規定の議

案を審議し、承認された。

事業計画では、本会の活動を活発にするために、

学術部、組織部、企画部の活動が期待されている。

その他の平成20年度事業詳細については、各部よ

り報告させていただく。

議長：柏崎克彦　只今、執行部より第1弓・議案平

成20年度事業経過報告があったが、この議案は、第2

号議案平成20年度会計決算報告と関連する議案であ

るため、第2号議案平成20年度会計決算報告と一括
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して審議、質問を受けた後に、採決することとする。

議長：柏崎克彦　第2号議案平成20年度会計決算

報告について執行部より報告願いたい。

理事：金田幹雄　議長の求めにより資料にもとづ

き報告する。茂木会長に代わり私から報告させてい

ただく。なお、この決算篭‥は、公益法人会計基準の

改正後の新会計基準に則り作成してある。

報告の前に奈料の訂正をお願いする。（2）支出

の部②の大科目が管理費支出となっているが、事業

空㌢支出に訂正する

まず、一般会計収支計算二吉収入の部について、正

会員収入は、5名の未納者がおり、会員の減少もあ

ったため予算額より340，000円滅となった。賛助会

砦収入は、シーメンス社とフィリップスメディカル

システムズ社が未納となっており60、000円の滅とな

った。前年度繰越金を含めて、平成20年度収入は

7．洪6．293円となった。

続いて支出の部については、管理費支出は

2，971，782円、事業費支出は4．270．874円である。平成

20年度は、当期収入合計6，733．334円に対し、当期支

出合計7，442，656円となり、文と11超過となったが、平

成19年度からの繰越金が80万l二別ほどあり、最終的に

103，637円が平成21年度へ繰越となった。

なお、昨年度から当該年度の4月1日が会釈納入

期限となれ、次年度への繰越金がほとんど必要なく

なったため、例年、会費がある程度集まるまで支払

へ　　いを待ってもらっていたもの全てを年度内に支払を

済ませた結果10万円ほどの繰越になった。

鵜立基金は、一般会計より100，000円繰り入れし、

繰越額は1，800，昭）円となっている。

次に、貸借対照表については、流動資産合計は前

年度より約13万円増となっている。負債の部の前受

会費は前年度よりも680，000円の増となり、平成20

年度正味財産は前年度より82，292円増の5．572．924円

となった。詳細については、財産目録を参照してい

ただきたい。

正味財産増減計算憲については、正味財産の平成

20年度内の変動状況を示してある。前年度と今年度

の増減を見て、個々の科日ごとの状況を確認してい

ただきたい。

財産日録については資料のとおりとなっている。

議長は、第1号議案、第2号議案についての質問

等を議場に諮ったが、特に無かった。

議長は、第1号議案の承認について採決を行った

ところ、会場出席者に反対はなく、書面表決者の賛

成44票を加え、満場一致をもって原案どおり可決承

認された。

議長は、続いて第2号議案の承認について採決を

行ったところ、会場出席者に反対はなく、＝書面表決

者の賛成44票を加え、酒場一致をもって原案どおり

可決承認された。

議長：柏崎克彦　続いて第3号議案平成20年度監

査報告について監事より報告願いたい。

監事：若林忠恭　議長の求めにより監査結果を報

告する。4月11円仁以　本会事務所において会長、副

会長、常務理事、財務担当理事及び事務職員立ち会

いのもと監査を実施した。監査の結果、会計につい

ては誤りなく適正に処理されている。また、会務に

ついては、事業計画にもとづき執行されてお別問題

は認められない。年度事業計画における諸事業の遂

行は、会長はじめ役員、事務職員の方々が協力して

会務に当たっている結果であると敬意を表したい。

議長は、第3号試案平成20年度監査報告について

の質問等を議場に諮ったが、特になかった。

議長は、第3号議案の承認について採決を行った

ところ、会場出席者に反対はなく、背面未決着の賛

成44票を加え満場一致をもって原案どおり可決承認

された。

議長：柏崎克彦　続いて執行部より、第4号議案

その他に移るが、会場もしくは執行部より何かある

か。

議長は、会場及び執行部にその他何かないかを諮

ったが、特に何もなかった。

議長は、本日の第80回総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。

理事：神山辰彦　閉会を宣し、午前9時58分散会

した。



日　時：平成21年2月13日㈲　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、神山辰彦、野澤幸二、牧島正道、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、清田　宏、小野光也、大築慎一、島田智杉 

日向野勇、寺島洋一 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

欠席者：（理事）福田敏幸、′卜累　清 

開会の経過

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、議事録著名人並びに

古記の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって

議事録著名人に理事神山辰彦、理事金田幹雄、書記

に理事島田智彰が選任された。

第1号議案　平成20年度第4回理事会議事録の承認

並びに会長報告

議長：茂木常男　平成20年度第4回理事会議事録

の承認を求める。

理事：樋口清孝　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、「100号記念に関す

る文章の二種類」を「100号記念に関する文章を含

めて」と訂正願いたい。

理事：島田智彰　第7号試案　各部・各地区報告

事務局の新入会者　梁島優子（猫協医科大学病院）

のところ梁島俊子（佐野厚生総合病院）に訂正願い

たい。

理事：金田幹雄　第7号議案　各部・各地区報告

企画部のところ「若林忠恭理事」を「若林忠恭監事」

に訂正願いたい。

議長は平成20年度第4回理事会言網野録の承認につ

いて諮ったところ、満場一致で承認された。

議長：茂木常男　第4回理事会以降の動きを寮料

にもとづき報告する。

11／21第4回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

11／28　第3地区卒後教育講座（栃木県済生会宇都宮

病院）

11／29　第∠l地区年後教育講座（佐野医師会病院）

12／6　マンモグラブイ研究会（栃木県立がんセンター）

第2回消化管撮影研究会（鬼怒ケ丘クリニック）

1／13　惰報誌「あすた－と」Vol．20発行

1／22　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〉

1／24　社団法人茨城県放射線技師会創立60周年記

念式典・祝典（ホテルレイクビュー水戸）

〈会長〉

第5地区卒後教育講座（グランドホテル清風）

1／30　第5回三役会（ウェルサンピア栃木）

〈会長・神山・野澤・牧烏〉

1／31・2／1　第1地区卒後敦育講座

（那須スポーツパーク）

2／5　企画部（放射線展）会議（本会事務所）

〈神山・柏崎・金田・武藤・清出〉

2／7・8JSRT第55回関東部会研究発表大会

（宇都宮ポートホテル）〈会長〉

2／13　第5回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

先日、社団法人日本放射線技術学会第55回関東部

会研究発表大会の実行委員顧問小澤薯氏よりお手紙

を頂き、同大会の参加者は300名であった。

第2号議案　第3回卒後教育講座・第4回学術研

究発表会について

理事：柳沢三二朗　議長の求めにより第3回卒後

教育講座・第4回学術研究発表会の進捗状況を資料

にもとづき報告する。

第3回　年後教育講座

日時：平成21年3月15日（別14時

演題：「投近の放射線科運′削二ついて」

言馴Ifi：大田原赤十字病院副院艮

放射線科部長　水沼仁孝先生

司会・進行：理事野澤幸二
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第∠1回　学術研究発表会

E川寺：平成21年3月15日（H）

9時受付　9時40分間会

場所：粥協医科大学病院　閲湊記念館　講堂

参加禦：5α）円

演題募集締切日：平成20年12月12日㈱

発表方法：自分のノートパソコンを使用

受付・会計：理事金田幹雄、理事牧島正道、

理事神山辰彦、理事島田智杉

進行係：理事武藤美子、理事大築慎一、

理事樋口清孝、理事清田　宏

昼食の用意：理事小黒　清

垂れ幕の用意：理事放鳥正道

演題数：16演題

理事：柳沢三二朗　お知らせは平成21年3月1日

に発行予定。表紙、プログラム、サイズ等について

広報部に確認願う。

理事：樋口清孝　会誌とは別に発行する。サイズ

はA4とする。現在校正段ド削こ入っている。

理事：柳沢三二朗　学術研究発表会当日の理事の

役目について要請する。

受付・会計等を理事金田幹雄、理事牧島正道、理事

神山辰彦、理事島田智彰

進行・タイムキーパー・アナウンス等を理事武藤美

子、理事大築慎一、理事樋口清孝、理事清田　宏

スライド・パソコン受付を理事日向野勇、理事寺島

洋一、理事柏崎克彦、理事吉成亀蔵

写真を理事野澤幸二、理事′ト野光也

会場整備は手の空いた役員、監事の方にもお手伝い

願いたい。

お弁当担当を理事小黒i削こ要請する。金額は500円、

個数、売店への連絡時間等。

当日の参加役員数は理事16名、監事2名の計18名。

当日の参加費は役員、座長等全員から徴収するのか。

理事：金田幹雄　全員から徴収する。役員は旅砦

にて返還、演者には演題受付したときに受付の分を

返してもらう形で支払う。座長も同じ。

理事：柳沢三二朗　前日の下見、垂れ幕の準備等

の手伝いを願いたい。時間等については後日メール

で連絡する。垂れ掛ま理事牧島正道にお願いする。

理事：放鳥正道　垂れ幕は何を用意するのか。

理事：柳沢三二朗　大会用と演者、講師の水沼仁

孝先生用を依頼。前回使用した立て看板は事務所に

あるのか、プロジェクターのバックアップは必要か。

理事：金田幹雄　立て看板は事務所にある。プロ

ジェクターのバックアップは必要ない。

理事：柳沢三二朗　演題数が同じことから前回と

同じように進行する予定。アナウンスの原稿を後日

理事武藤美子に送る。

理事：柳沢三二朗　聞会の挨拶を会長茂木常男

に、閉会の挨拶を理事神山辰彦にお願いする。

卒後教育講座の司会・進行を理事野澤幸二にお願い

する。

理事：寺島洋一　自分のパソコンを使用すること

で解像度等が変わってしまった場合どう対応する

か。

理事：柳沢三二朗　その件に関しては演題募集時

に演者に知らせてあるので問題ない。演題数は16演

題となっている。

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。

第3号議案　栃木県放射線技師会100号記念誌の発

行について

理事：樋口清孝　議長の求めにより栃木県放射線

技師会100号記念誌の発行について進捗状況を報告

する。

100号記念誌の原稿が集まって印刷会社で校正に入

っている。初稿の原稿がそろそろ届く予定。

今後大きな変更がなければ執筆者に断りなく訂正し

てもよいか。

議長：茂木常男　かまわない。

理事：樋口清孝　大幅に変更がある場合は執筆者

に連絡して訂正する。

今回からA4版となり表紙のデザインについては今

までどおりだが、よいアイディアはないか。

通常／の原稿は2月15日（口）までにお願いする。

議長：茂木常男101号から表紙のデザインを変

えていきたい。印刷会社からのサンプル等を含め次

回の理事会で検討する。

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。

第4号議案　社団法人栃木県放射線技師会第79回定

期総会について

議長：茂木常男　社団法人栃木県放射線技師会

第79回定期総会について資料にもとづき報告する。

日時：平成21年3月15日（口）
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12時40分受付13時開会

場所：凋協医科大学病院　閲湊記念館　講堂

受付：総会運営委員

式次第の用意：理事牧島正道

出席者名簿、会旗等：理事牧島正道

総会次第と担当役員

総合司会：理事小野光也

1．開会の挨拶：理事神LLL辰彦

2．会長挨拶

3．総会運営委員会報告

総会運営委員会　委員長：理事吉成亀蔵

委員：1地区　理事吉成亀蔵（大凹原赤十字病院）

2地区　理事′ト野光也（上都賀総合病院）

3地区　理事大築慎一（桝県済生会手指離）

4地区　理事島田智彰（佐野厚生総合病院）

5地区　理事日向野勇（下都賀総合病院）

4．議長：理事武藤美子

5．書記並びに議事録著名人

古記：理事牧島正道

議事録著名人：理事神山辰彦、理事金田幹雄

6．議事：第1号議案　平成21年度事業計画（案）

第2号議案　平成21年度予算苫（案）

第3号議案　平成21年度スローガン（案）

第4号議案　会費免除に関する規定について

第5号議案　その他

7．閉会の挨拶　理事野澤幸二

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。

第5号議案　平成21年度事業計画（案）について

議長：茂木常男　平成21年度　事業計画（案）に

ついて資料にもとづき提案する。

総括として「がん対策推進計画」、「公益社団法人」

を入れ、会誌の発行を年1回、サイズもB5からA

4版へ変更、情報誌「あすた－と」の発行回数を年

4回から3回へとする。

会員の意識を高めるため第5回学術研究発表会の開

催を予定する。

次に、当初第25回日本放射線技師会学術大会が7月

に予定されていたが、6月4日から6月6日と決定

したため、平成21年度タイムスケジュールの変更を

願う。

第1回理事会を4月24日（臥　第1回三役会を4月11

日出監査会の日に、第1回卒後教育講座を5月23円

州、第80回定期総会を5月24日（日）とする。

第1回三役会で平成20年度事業経過報告・平成20年

度会計決算報告を承認して、会員に総会余料・出

欠・委任状等の配布をしてもよいか。

理事：金田幹雄　会長が総会に資料を提出するだ

けなので問題ない。

議長：茂木常男　三役会が終わった時点で監査報

告も終わるので総会資料等を会員に配布したい。

総会委任状の提出締め切りを5月8日㈲とし担当連

絡員に提上l＿けるよう要請する。

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。

第6号議案　平成21年度予算書（案）について

理事：金田幹雄　議長の求めにより平成21年度予

算書（案）について資料にもとづき提案する。

会員数が昨年度より減るためその分会費収入を減額

した。

議長：茂木常男　会務の方は予算が減っても大丈

夫か。

理事：金田幹雄　予算はある。各項目に振り分け

てあり、例年通り活動しても問題ない。

理事：野澤幸二　収入の部で広告料収入はどうな

るのか。

議長：茂木常男　会誌ではなく、年2回発行する

抄録の中に広告を載せる。

理事：野澤幸二　会誌1回、抄録1回で広告料は

例年どおりでよいのか。

議長：茂木常男　例年どおりでお願いする。

理事：金田幹雄　研究会の助成費は来年度マンモ

グラフイ研究会、消化管撮影研究会2つの研究会に

12万円の予算を組んでいるが、助成金の金額を今後

理事会で決めてもらいたい。

消化管撮影研究会の青llL氏から連絡が来ていない。

理事：武藤美子　マンモグラフイ研究会の助成費

は後日連絡する。

議長：茂木常男　理事金田幹雄に昔日」氏への確認

を要請する。

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。

第7号議案　平成21年度スローガン（案）について

議長：茂木常男　平成21年度スローガンを「専門
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的知識と技術の修得に努めよう」と提案する。

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：茂木常男　次に平成20年度第5回理事会資

刑にもとづき第10号議案の承認へと変更を願う。

第10号議案　社団法人栃木県放射線技師会会費免除

について

議長：茂木常男　社団法人栃木県放射線技師会

会費免除について資料にもとづき提案する。

l≡1本放射線技師会の会費免除に関する規定はあるが

栃木県放射線技師会にはその規定がない。

今回、栃木県放射線技師会にも会費免除に関する規

完を設けたい。

会員を留めておきたい、女性会員も増えてきている、

女性会員も含め長期休暇等会員の会費免除規定を設

けたい。

日本放射線技師会の会費免除に関する規定に則って

栃木県放射線技師会に設けようと考えている。

日本放射線技師会では終身会員の項目があり、まと

めて会費を納入すれば終身会員資格取得者として、

以後会費が免除されるが、栃木県放射線技師会には

規定もないので終身会員資格取得者は除きたい。

〈会費納入規定〉

第2粂　本会の会費は次に定めるところによる。

この条文内に（∠l）を入れ

トl）日本放射線技師会の会費免除に閲する規定に該

当するものは、本会の会費も免除とする。

但し終身会員資格取得者の免除は除く。

上記文章を栃木県放射線技師会会費納入規定とした

い。

この規定の改廃は、理事会の決定を経て次回総会の

承認を得て平成21年4月1日より会費免除規定を

施行したい。

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。

第8号議案　平成21年・22年度選挙管理委員の選出

について

議長：茂木常男　平成21年・22年度選挙管理委員

の選出について資料にもとづき報告する。

諸規定　第2章　選挙管理委員会より

第3粂　選挙管理委員会は理事会において、選挙の

ある年度初めに正会員より選出する。

第4粂　選挙管理委員会は3人で構成し、委員長は

委員の互選による。

平成19年∴20年度選挙管理委員の任期は平成21年3

月31日まで。

選挙管理委員　委員長：簾谷和男（足利赤十字病院）

委　員：木村和弘（下網7億合病院）

委　員：高杉任仲（佐野厚生符合病院）

現在上記の3名の委員で運営されている。

次期選挙管理委員の委員長および委員

選挙管理委員　委員長：須藤昌彦（足利赤十字病院）

委　員：木村和弘（下都賀総合病院）

委　員：市川和秀（佐野厚生結合病院）

上記の3名を平成21年・22年度選挙管理委員の委員

長および委員として選出したい。

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。

第9号議案　平成21年度第1回卒後教育講座・社団

法人栃木県放射線技師会第80回定期総

会について

議長：茂木常男　平成21年度第1回牛後教育講

座・社団法人栃木県放射線技師会第80回定期総会に

ついて資料にもとづき報告する。

平成21年度第1回卒後教育講座

日時：平成21年5月23日比）

14時受付14時30分間会

場所：コン七一レ青年会館

内容：EIZOモニター管理セミナー

社団法人栃木県放射線技師会第80回定期総会について

日時：平成21年5月24日（日）

9時受付　9時30分間会

場所：コン七一レ青年会館

議長：茂木常男　第1回卒後教育講座の内容等に

ついては理事放鳥正道と学術都で次回の理事会まで

に検討願う。また、実践的セミナーなので参加人数

によりやり方が変わってくる。参加人数を限定して

はどうか。

理事：放鳥正道　40から別名程と考えている。

議長：茂木常男　教育講座を土曜日そして［川副］

も総会の後に行ってはどうか。

理事：放鳥正道　端末が限られているので参加人

数が多いと体験できない人が出てくるかもしれない。
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議長：茂木常男　少人数のほうが良いが希望者が

多数の場合は後日改めて開催してはどうか。

理事：放鳥正道　開催は可能だと思われる。

議長：茂木常男　土曜日はモニターの原理・基礎

等の講義、日曜日は美濃としてはどうか0

第80回定期稔会資料等と一緒に第1回卒後教育講座

のお知らせを会員に送付し、その中で籍会の出欠・

委任状・講座への参加・実践セミナーへの参加・宿

泊の有無等を記載してもらう。

詳細を次回の三役会4月11日までに仕上げるよう理

事柳沢三二朗に依頼する。

理事：神山辰彦　会費はいくらか。

議長：茂木常男　まだ決まっていない。

理事：野澤幸二　日曜日だけの人は参加費をどう

するのか。

議長：茂木常男　参加したら1回会費を頂く。2

日参加しても1回の会費だけとする。

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。

第11号議案　各部・各地区報告

（部会報告）
・事務局　理事福田敏幸欠席のため理事大築慎一、

議長の求めにより資科にもとづき報告する。

〈会員の動静〉

会員絵数　471名

第1地区62名、第2地区異名、第3地区150名、

第4地区67名、第5地区98名

・法務部

理事：放鳥正道　特になし。

議長：茂木常男　定款・会費免除規定の作成を要

請する。
・財務部

理事：金田幹雄　議長の求めにより、会費納入状

況を資料にもとづき報告する。

正会員456名中会費未納者は15名。うち2名が2年

目なので、このまま未納なら除名の対象になる。

2月に再度督促状をはがきにて自宅宛に送付する。

理事：神山辰彦　会費未納者へ会誌等は送られて

いるのか。

理事：金田幹雄　郵送物は全部止まっている。一

度除名になると二度と入会できない。

議長：茂木常男　2年間会費を未納すると除名に

なり、一度除名になると二度と入会できないと文章

に入れていただきたい。

理事：金田幹雄　賛助会員も、2社が未納になっ

ている。事務所から連絡してもらう。

日本放射線技師会より平成21年度会費請求に当たり

会費振込用故が平成20年12月に送付されている。代

行手数料として代行会社から請求があった。

日本放射線技師会会費口座引落し会員21名に本会よ

り会費振込用親を送付した。

この方たちには来年度から栃木県放射線技師会より

直接本人に送付される。
・学府部

理事：初沢三二朗　議長の求めにより報告する。

学術部への希望を連絡してほしい。
・広報部

理事：樋口清孝　議長の求めにより報告する。

100号記念誌の通常締め切りが2月15日に変更、

情報誌「あすた－と」21号が5月11日発行予定で原

稿の締め切りを4月20日鯛）としたい。

議長：茂木常男　平成21年度第1回卒後教育講

座・第釦回定期総会の砕だけ押さえてほしい。
・組歳部

理事：柏崎克彦　議長の求めにより平成21年度

関東甲信越学術大会実行委員会の進捗報告をする。

第1回学術担当委員会を欠席したため、メールでや

りとりをしている。

大会ホームページから演題の申し込みが可能で栃木

県技師会ホームページからも募集ができる。
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プログラムや第1回学術担当委員会議事録等は理事

メールで送信済みである。

議長：茂木常男　葛西一隆実行委員長から文章に

て各技師会の会員数の1割参加、1％の演題募集と

なっているので栃木県から50名の参加、5演題出す

ように安請される。

前回の会長会議で参加費は会員3，000円、非会員

5、000円（前売り）、当Eげ，000円と決定した。

・企画部

理事：小黒　酒　欠席のため理事金田幹雄　議長

の求めによりパネルの更新等について報告する。

2月5日、本会事務所にて企画部で今後のパネル展

について検討した。パネルの整理を行い使用できな

いものは今後新しいものを作成する。被曝に関する

もの・CT装置の原理を説明したパネル等を今後作

成していく予定。放射線展は栃木県放射線技師会単

独では開催せず、各自治体等と共同開催していく。

例えば健康まつり等と一緒に。事前に各市町村のス

ケジュール・情報等の提供を各地区理事に要請す

る。

各自治体等への参加を交渉して放射線展を開催して

いきたい。

議長：茂木常男　各地区理事に協力を要請する。
・地域医療対策部

理事：清田　宏　議長の求めにより、各地区等の

公衆衛生表彰者を資料にもとづき報告する。

各地区等の公衆衛生表杉者

（1）公衆衛生事業功労者㈲日本公衆衛生協会長表彰
・野澤　幸二（栃木県立がんセンター）

（2）各地区公衆衛生大会

県北健康福祉センター所長・大田原地区公衆街協

生会長表彰
・須田　富仁（那須中央病院）

宇都宮市公衆衛生事業功労市長表彰
・川島　利朗（北斗会宇都宮東病院）

安足健康福祉センター所長表彰
・関根　光弘（今井病院）

小山地区公衆衛生大会艮・県南福祉センター所長表彰
・川村　義文（自治医科大学附属病院）

・柳沢三二朗（自治医科大学附属病院）

栃木地区公衆衛生大会艮・栃木県健康福祉センタ
ー所長表彰

・清水由美子（矧協医科大学病院）

・蜂須賀　豊（狗協医科大学病院）

・女性部

理事：武藤美子　議長の求めにより、マンモグラ

ブイ研究会の開催報告をする。

平成20年度マンモグラフイ研究会を平成20年12月6

日出栃木県立がんセンター3階講堂にて行った。参

加者22名、読影の症例検討会ということで参加者全

員に2～3回の発言機会を与えたので、技術力アッ

プにつながったと思う。

（各地区理事活動報告）

議長：茂木常男　各地区理事に参加人数・文章の

訂正等を問う。
・第1地区

l≡川寺：平成21年1月31日仁0

場所：那須スポーツパーク

講演1：一般撮影（BENEO）とマンモグラフイ

（AMULET）FPDの情報

講　師：富士フイルム（㈱

X繰モダリティ部　富野武唱先生

講演2：最新型MRによる新機能

MAGUNETOMシリーズを例に

講　師：シーメンス旭メデイテック㈱

MR事業部　大澤勇一先生

講演3：MRのバージョンアップによる操作性

講　師：大田原赤十字病院　佐藤統率会員

理事：吉成亀蔵　参加人数は∠12名（会員25名・学

生17名）、訂正なし。

・第2地区

日時：平成21年2月14日出14時30分～

場所：独協医科大学病院　3階大会議室

内容：RSNA2008（第触回北米放射線学会）速報

メーカー4社

・シーメンス旭メデイテック（槻

t　東芝メディカルシステムズ（㈱

・コニカミノルタヘルスケア㈱

富士フイルムメディカル（槻

理事：小野光也　参加人数は20名程を予定してい

る。

・第3地区

Ⅰ≡川音：平成20年11月28日瞼）

18時30分受付19時間会

場所：栃木県済生会宇都宮病院　本結グリーンホール

内容：脳神経外科軽床クリニックでの画像検査

講師：星脳神経外科　院長　星　道生先生

理事：大築慎一　参加人数は35名（会員25名・学

生10名）、訂正なし。
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・第4地区

日時：平成20年11月29日出

14時30分受付15時開会

場所：佐野医師会病院　講堂

内容：メーカーによる講演

講演1：アンギオシステム・X線TVシステムを

ダイナミックに支える新技術

講　師：東芝メディカルシステムズ㈱

廣蘭聖史先生・LL川音朋裕先生

講演2：FPDとモニター診断に向けて

講　師：富士フイルムメディカル（附宮野武暗先生

講演3：直接変換型FPDと

最新アプリケーションについて

講　師：（棚島津製作所　田中修二先生

理事：島田智彰　参加人数は20名、訂正なし。
・第5地区

日時：平成21年1月24日出

14時30分受付15時開会

場所：グランドホテル清風

内容：会員による研究発表

1．当院のCACTについて

下都賀総合病院　千明秀人

2．CT画像再構成の最適化に関する考察

自治医科大学附属病院　神村智城

メーカー講演

講演1：MRI肝臓造影剤

「EOB・プリモビスト」製品説明

講　師：バイエル薬品（輔　中山佳明先生

講演2：3DW SYNAPSE VINCENTについて

講　師：富士フイルムメディカル（㈹

杉田匡之先生

理事：日向野勇　参加人数は19名、訂正なし。

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。

第12号議案

議長：茂木常男　その他、確認・連絡事項等につ

き問う。

理事：柳沢三二朗　日本放射線技師会の技師格の

件でシニアは大学卒でなければ取れない。専門学校

卒の方には門戸を開かないのか。

理事：金田幹雄　そのために専門学校卒の方は19

年度までに放送大学等で学位を取りなさいと日本放

射線技師会ではうたっている。日本放射線技師会は

大学卒しか対象にしていない。

議長：茂木常男　この体制は会長が代わって生涯

学習システムを見直さないl掛り変わらない。技師格

も大事だが他の教育も大事だと思う。

理事：野澤幸二　平成21年3月15日（日）栃木県放射

線技師会第79回完期総会の件で3月1日に総会資料

を送付するときに総会の委任状も一緒に送るのか。

議長：茂木常男　委任状の締め切り日を平成21年

3月10排出とし連絡員へ渡す。遅れた場合は催促す

る。総会資料は理事福田敏幸にお願いしてある。

理事：野澤幸二　7月会誌広告掲載の案内の件で

締め切り日をいつにするか。

議長：茂木常男　平成21年5月29日蛙）とする。

理事：金田幹雄　第4回栃木県放射線技師会学術

研究発表会の横看板をどうするか。

理事：柳沢三二朗　理事′ト黒．清に確認する。

理事：神山辰彦　マンモグラフイ研究会は先生が

来ているのか。

理事：武藤美子　技師だけで行っている。

議長：茂木常男　理事樋口ii一子孝は平成21年3月28

El出に日本放射線技師会主催で開催されるAutopsy

imaglng（A，■：死亡時画像病理診断）に関する

講演会のシンポジストになっている。

理事：金田幹雄　消化管揖影研究会とマンモグラ

フイ研究会に関して、栃木県放射線技師会では研究

会規定を設け研究会として認められて活動を許可さ

れているが、研究会規定では活動報告吉を学術部に

提出することになっている。消化管撮影研究会は平

成19年度の報告書がいまだに提山されていない。　　／「

研究会規定では学術部傘下の研究会となっているの

で、その規定に則って学術部が研究会を指導しても

らいたい。

来年度からは学術部で報告書・予定苔の提出を受け

て研究会としての活動を管理してもらいたい。

議長：茂木常男　報告古はきちんと提出してもら

いたい。

理事：金田幹雄　報告苫・活動費のチェックも学

術部に依頼する。

理事：柳沢三二朗　研究会から学術部への届出を

本部に報告する。

議長：茂木常男　21年度から研究会の活動のチェ

ックを理事柳沢三二朗に要請する。

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。
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議長は、その他について誇ったところ特になく、　　議長は、本日の平成20年度第5回理事会における

以上本日の議案が、満場一致にて承認されたことを　　議案がすべて議決完了したことを重し、議長席を降

確認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　壇した。

議長：茂木常男　閉会を宣し、午後8時30分散会

した。

会の動静（平成21年3月1日～平成21年6月30日）

3／3　会誌100号記念誌発行　　　　　　　　　　　　4／1会員数亜1名

3／15　第乃回定期線会及び第3回卒後教育、第4回　　4／1会費納入〆切

研究発表会（濁協医科大学病院関湊記念館）　　4／4　国際医療福祉大学入学式

3／17　国際医療福祉大学学位記授与式　　　　　　　　　　　　　　　　　（那須アスリーナ）〈会長〉

（那須アスリーナ）く会長〉　　4／7　県との事務所移転に関する打合せ

3／次　栃木県健康診査管理指導協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　（栃木会食）〈野澤・矢野〉

（栃木県庁）〈会長〉　　4／11監査会・第1回三役会（本会事著所）
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