
日　　時：平成22年3月14月（日）午後1時30分 

場　　所：国際医療福祉大学　0棟講義室〈大田原市北金丸2600－1〉 

総会員数：470名 

出席会員数：297名（内訳：本人出席者41名、委任状出席者222名、講二両表決出席者34名） 

開会の経過

完刻に至り、副会長神LlJ辰彦、開会を宣する。

会長茂木常男より開会挨拶の後、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：島田智彰　平成22年3月14日

（印、午後1時30分現在の社団法人栃木県放射線技師

会の正会員数470名、本日の会場出席者数41名、委

任状による出席者数222名、諾＝面表決による出席者

数34名となっている。したがって、有効出席者数は

297名となり、本会定款第24条の「総会は正会員の

2分の1以上の出席がなければ開催できない」の条

文を満たしており、本日の総会は有効に成立する旨

告げた。

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、議長に小黒清、古記に福田敏幸、議事録著名

人に野澤幸二、牧島正道が選JJJされた。

試長小黒清、議長席に登壇する。

議長小黒清より挨拶の後、議案の審議に入った。

議長：小黒　清　第1号議案平成22年度事業計画

（案）、並びに第2号議案平成22年度予算書（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：小黒　清　まず、執行部より平成22年度事

業計画について説明をお願いしたい。

第1号議案　平成22年度事業計画（案）

理事：茂木常男　議長の求めにより総括を資料に

基づき提案する。

平成21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22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・安

心」「期待される放射線技術」が提供できる放射線

技師を育てていく。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大がんの検診受

診率の目標を50％としている。また、乳がんと子宮

がんについては、25歳から5年おきの年齢に適した

女性の無料検診を開始した。2009年栃木県の乳がん

検診無料対象者数は7万人と言われている（矢野経

済研究所より）。この乳がん対策において、マンモ

グラフイをはじめとする画像診断の重要性は明白で

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を提供でき

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各種研

究会や教育講演などを計画・立案していく必要があ

る。さらに人間性の滴義にも努めていく。特に牛後

教育講座の講演内容の充実を図る。

講演を開催するにあたり、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

ように努める。

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6回学術研究発表会を会員の協力の

もと、平成23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めざす目的で「放射線被

ばく線も；二低減」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」として活動をしていくためにも、地区ごとの活
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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、参加者の増貝に努めるとともに活発な

意見交換を行う。それには地区理事の活動が重要に

なってくる。この地区研修会を通して、画像診断に

関する読影技術と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、県民の医療と保健維持

の発展に寄与する。

また、公益社団法人格取得のための講習会などへ

は積極的に参加する。第82回完時総会までには、公

益法人に対応するように作成した新定款（案）を技

師会HPに開示できるようにしたい。そして、その

新定款（案）に対してご意見を伺いたい。また随

時、新諸規程（案）も技師会HPに開示していくの

で、これに対するご意見も伺いたい。

議長：小黒　清　続けて平成22年度予算書（案）

の説明を執行部よりお願いしたい。

第2号議案　平成22年度予算書（案）

理事：金田幹雄　議長の求めにより茂木会長に代

わり資料に基づき提案する。

事前に資料を配布してあるので、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。収入の部。会費収入の正会員収入は、昨年12月

末時点の会員数に新入会者を20名と見積もったが、

ここ数年退会者が増加傾向にあることから、今年度

とほぼ同額とした。賛助会員も平成21年で退会する

会員があり3万円の減。事業収入の研修会収入は、

今年度の実績を考慮し30万円減額とした。その結

果、当期収入合計で昨年度よりも35万7千円減の

745万6千円となり、繰越金を30万円と見積もり収

入合計で775万6千円とした。

支出の部。管理費は20年度、21年度実績をもとに

予算配分した。4月に事務所を引っ越すため、その

門川を計上し、事務所賃貸費支出のみ増額してあ

り、管理費総額で330万5千円とした。

事業費は、22年度事業計画（案）に基づき、21年

度の実績も踏まえて予算配分し、総額で435万1千

円とした。

基金積立支出は、現在、税立金が190万円ほどあ

るため、22年度は2万円の予算とした。予備費支出

も2万円減の8万円とした。以上、提案する。

議長は、第1号、第2号の各議案について、質問

がないか会場に諮ったが特になかった。

議長は、まず第1号議案について採決を行った。

その結果、譜‥面表決者34名は全員賛成であり、会

場出席者による採決は満場一致により第1号議案は

可決承認された。

続いて、第2号議案について採決を行った。書面

表決者34名は全員賛成であり、会場出席者による採

決は満場一致により、第2号議案は可決承認され、

第1号、第2号の両議案ともに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

除するよう指示をした。

第3号議案　平成22年度スローガン（案）

議長：小黒　清　資料に基づき平成22年度スロー

ガン（案）「県民が求める知識と技術を修得しよ

う」を読み上げる。

議長：小黒　清　この議案はスローガンであり質

問は受けずにこのまま採決に移る。

議長は、第3号試案について採決を行ったとこ

ろ、古画表決者34名は全員賛成であり、また、会場

出席者による採決は満場一致により本試案は可決承

認された。

次に議長は第3号議案の（案）を削除するよう指

示をした。

第4号議案　公益社団法人移行について

議長：小黒　清　執行部より公益社団法人移行に

ついて説明をお願いしたい。

会長：茂木常男　民間非営利部門の活動と健全な

発展を促進するなどのために、従来の主務官庁によ

る公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで設立

できる一般社団法人制度を創設し、公益目的事業を

行うことを主たる目的とする法人、すなわち公益社

団法人制度が創設された。

公益社団法人を設立するためには、栃木県に置か

れている合議制の機関である栃木県公益認定等審議

会の意見に基づき知事の認定を受けなくてはならな

い。

公益社団法人・一般社団法人への移行は5年間、

平成25年11月30日までの間に申請を行えば、認定を

受けることができる。それまでの期間は、特例民法
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法人として従前どおり存続し活動することができ

る。

では、栃木県放射線技師会は移行期間中に、なぜ

公益社団法人へ移行するのかについてだが、その理

由として、

1．民間の非営利団体として県民に認められるため

には公益社団法人のほうが有利で、社会的地位も

向上すると考えられる。

2　公益事業に認定された事業は、税務の検討が必

要なく非課税となる。

3　－般社団法人でも税制上の特典を受けることが

できるが、判定は公益社団法人のように明確さは

なく慎重を要する。

4．日本放射線技師会をはじめ、都道府県技師会の

大多数が公益社団法人を目指している。

などによる。

これらを、理事会において検討した結果、本会は

公益社団法人の認定取得を巨け旨すとの結論に至膏、

本総会にてこのことについての承認をお願いした

い。

議長は、この試案について、質問、意見がないか

会場に諮ったが特になかった。

議長は、第4号議案について採決を行ったとこ

ろ、智面表決者34名は全貞賛成であり、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。

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、執

行部より事務所の栃木会館への移転について説明し

たい旨、提案があった。

議長は、執行部に事務所の栃木会館への移転につ

いて、経緯の説明を求める。

会長：茂木常男　平成21年3月11日に栃木県管財

課財産活用推進室より、本会事務所の栃木会館への

移転についての通知書が送付された。内容は現在の

事務所が入居する栄町別館に入居する団体を、栃木

会館へ移転させるというもので、その後、説明会、

移転先となる栃木会館の見学などが実施され、移転

について問題ないとの結論を得たため、移転するこ

とにした。引っ越しは平成22年4月24日仕）に栄町別

館に入居する社団法人栃木県産業環境管理協会様と
一緒に引っ越しを行うこととした。

社団法人栃木県放射線技師会の事務所移転は、平

成22年4月24日付けにて、現在の事務所住所「宇都

宮市栄町5番7号　栄町別館内」より、新事務所住

所「宇都宮市本町12番11号　栃木会館内」へ移転す

る。

議長は、このことについて議場に質問などがない

かを諮ったが、特になかった。

第6号議案　平成22・23年度役員選挙

議長：小黒　清　選挙管理委員会に平成22・23年

度役員選挙についての経過報告を求める。

選挙管理委員長，須藤昌彦　議長の求めにより報　　へ

告を行う。

平成21年12月14日（月）、平成22年度、平成23年度役

員立候補者の選挙告示を行った。立候補届出期限の

平成20年2月15日（月）、理事の立候補者は、7名のほ

か、届け出はなかった。

役員選挙規定、第9条の規定により、平成22年2

月19日（劫臨時の第6回理事会において、平成22年

度・平成23年度役員立候補者の理事会推薦が行われ

た。

会長候補、副会長立候補2名、理事立候補者5名

と理事会推薦立候補者10名、監事候補者2名につい

て平成22年2月26日（空釧二資格審査を行った結果、問

題はなかった。

平成22年度・平成23年度役員候補者として、理事

候補者18名と監事候補者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22年3月1日（月）候

補者名の公示を行った。

これより、役員候補者の名前を読み上げる。

会　長候補　神山辰彦（自治医科大学附属病院）

副会長候補　茂木常男（足利赤十字病院）

野澤幸二（栃木県立がんセンター）

監　事候補　川口俊郎（虫立行政法人国立病院降格栃木病院）

若林忠恭（国際医療福祉大学　塩谷病院）

理　事候補　清田　宏（那須両病院）

吉成亀蔵（大田原赤十字病院）

樋口清孝（国際医療福祉大学）

遠藤奈美（上都賀総合病院）

小黒　清（猫協医科大学病院）

金田幹雄（濁協医科大学日光医療センター）

福田敏幸（栃木県済生会宇都宮病院）
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大業慎一（栃木県済生会宇都宮病院）

放鳥正道（栃木県立がんセンター）

柏噂克彦（宇都宮記念病院）

黒川元晴（芳賀赤十字病院）

高杉佳仲（佐野厚生総合病院）

柳沢三二朗（自治医科大学附属病院）

寺島洋一（自治医科大学附属病院）

松田悟志（厚生連下都賀総合病院）

続いて、役員の選挙に移る。

役員選出規程第4章、無投票当選の第14粂によ

り、総会において無投票当選者を定めることができ

るより、会長以外の役員は無投票当選とする。

ただし、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、の規定によりこれからお諮

りしたい。

議長は、会長候補者神山辰彦氏の当選について議

場に諮ったところ、満場一致で承認され候補者神山

辰彦氏の会長当選が認められた。

選挙管理委員長：須藤昌彦　これにより、立候補

者、理事会推薦候補者の平成22・23年度役員候補者

全員の当選を認めることとする。

議長は、候補者全員の当選について確認し、選挙

を終了する。

議長は、本日の議案がすべて承認されたことを確

認し、第81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　閉会を宣し午後1時59分散会

した。

∴⑳…　遍壷壷磁‾廟感鱒麺麺密計1
日　　時：平成22年6月12日仕）午後5時00分 

場　　所：ニューサンピア栃木　会議室〈鹿沼市栃窪1255〉 

総会員数：468名 

出席会員数：295名（内訳：本人出席者39名、委任状出席者218名、憲面表決出席者38名） 

開会の経過

定刻に至り、理事茂木常男、開会を宣する。

会長神山辰彦より開会挨拶の後、勤続20年および

35年功労表彰が行われ、35年功労者6名と20年功労

者15名が表彰された。

続いて、

総会運営委員長：吉成亀蔵　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、＝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、議長に理事柳沢三二朗、

古記に理事福田敏幸、議事録著名人に理事野澤幸

二、理事牧島正道が選任された。

議長柳沢三二朗より挨拶の後、試案の審議に入っ

た。

議長：柳沢三二朗　第1号議案平成21年度会務経

過報告、および第2号議案平成21年度会計決算報告

と関連する議案であるため、第1号議案、第2号議

案を一括して審議することとする。まず、第1号議

案平成21年度事業経過報告を執行部より報告願いた

い。

会長：神山辰彦　議長の求めにより平成21年度会

務経過の総括を資料に基づき報告する。

新型インフルエンザの蔓延に追い討ちをかけるよ

うに、季節型インフルエンザの流行と風邪など、医

療現場では発熱外来を設けて手洗いやうがいの励行

に努めた。本会でも新型インフルエンザの流行のた

め、予完していた第3地区の卒後教育講座を無期限

延期とすることを余依なくされた。

本会の活動は予定されていた3回の卒後教育講座

を開催し、第2回卒後教育講座は公開講座として開

催した。また、隔年で実施されていた学術研究発表
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会を今年度から毎年実施することにした。開催につ

いて不安がよぎる中、学術部の活発な活動により12

演題の発表が行われ、成功裡に終了することができ

た。また、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企画部が中心とな

り、新たなパネルを作成することができた。

1地区～5地区による卒後教育講座は、3地区を

除き地区ごとに1回ずつ開催さjtた。マンモグラ

7イ研究会は2回開催され、乳がんの基礎や標準撮

影法の研究を行った。消化管糀影研究会も発足から

12年目を迎え、本会の消化管撮影技術の向上と精度

管理には欠かせない研究会となっている。本年度の

研究会は4回開催され、講演会の回数を増やすなど

撮影技術のレベルアップに努めた。

しかし、会務は滞りなく順調にこなされながら

も、ここ数年間は会員数の増加が認められないた

め、次年度からは組織部を中心とした技師会入会へ

の勧誘に努めていくことが肝要である。

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公

益社団法人移行へ向けて積極的な委員会での検討が

望まれている。公益法人格取得委員会は、県庁で開

催された公益法人に係る特別相談会へ2回、特例民

法法人研修会などへも参加し、委員会を5回開催し

て公益社団法人への移行に向けた検討を重ねてい

る。その結果、完款（案）の雛形が完成した。

また、第81回定期総会では、平成22年度事業計画

（案）、予算諾＝（案）、スローガン（案）、公益法

人取得承認の議案を審議し承認され、その後、平成

22年度・23年度役員改選選挙が行われ、満場一致で

新役員が選出された。

事業計画は、本会の活動を左右するため、学術

部、組織部、企画部の新たな事業立案が期待されて

いる。

平成21年度の会務詳細報告については、各部の報

告とする。

議長：柳沢三二朗　続いて、第2号議案平成21年

度会計決算報告を執行部よりご説明いただきたい。

理事：金田幹雄　議長の求めにより資料に基づき

報告する。神山会長に代わり私から報告させていた

だく。

決算書は事前に配布してあるので、概略のみ報告

させていただく。

まず、一般会計収支計算書の収入の部について、

会費収入は正会員、賛助会員合わせて524万5，000

円、事業収入は116万8，900円であり、前年度繰越金

10万3，637円を含めて、平成21年度収入は651万8，620

円であった。

次に支出の部について、管理費支出は268万3，999

円、事業費支出は331万5，758円であった。

平成21年度の収入から支出を差引いた当期収支差

額は31万5，226円となり、平成20年度からの繰越金

を含め41万8，863円が平成22年度へ繰越となった。

積立基金は、一般会計より36万7．855円繰り入れ

し、コピー機購入代金を支出し、繰越額は190万円

となる。

次に正味財産増減計算書についてであるが、これ

は正味財産の平成21年度内の変動状況を示してあ　　（

る。前年度と当年度の増減を見て、個々の科目ごと

の状況を確認していただきたい。21年度は収入、支

出ともに前年度よりも減少している。

また、貸借対照表、財産臥録については資料のと

おりである。

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、特になかった。

議長は、第1号議案平成21年度会務経過報告の承

認について採決を行ったところ、会場出席者、書面

表決者の賛成票を加え賛成多数により原案どおり可

決承認された。

議長は、続いて第2号議案平成21年度会計決算報

告の承認について採決を行ったところ、第1号議案

同様、会場出席者並びに書面表決者の賛成票を加え

賛成多数により原案どおり可決承認された。

議長：柳沢三二朗　続いて第3号議案平成21年度

監査報告について監事より報告願いたい。

監事：川口俊郎　議長の求めにより監査結果を報

告する。4月17日仕）、本会事務所において会長、副

会長、常務理事、財務担当理事および事務職員立ち

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、事業計画に基づき執行されており問題

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
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会務にあたっている結果であると敬意を表したい。

議長は、第3号議案平成21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号議案平成21年度監査報告の承認に

ついて採決を行ったところ、会場出席者並びに古面

表決者の賛成票を加え賛成多数により原案どおり可

決承認された。

議長：柳沢三二朗　第4号試案その他に移るが、

執行部もしくは会場出席者より何かあるか。

議長は、会場および執行部にその他何かないかを

諮ったところ、何もなかった。

議長は、本日の第82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：野澤幸二　閉会を宣し、午後5時32分散会

した。

弔議酌等腐藷〒個　竃等畠

日　時：平成21年4月24日睦）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、神山辰彦、野揮幸二、福田敏幸、金田幹雄、牧畠正道、柳沢三二朗 
′J、野光也、武藤美子、柏崎克彦、樋⊂＝青孝、日向野勇、大築慎一、島l壬l智彰 

寺島洋一、清田　宏、吉成亀蔵 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

欠席者：（理事）′ト等　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を告げ、古記並びに議事録

著名人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、古記に理事　吉成亀蔵が選任された。

第1号議案　平成20年度第5回理事会議事錨の承認

並びに会長報告

議長：茂木常男　平成20年度第5回理事会議事録

の承認を求める。

理事：柳沢三二朗　第9号議案の「映像モニター

管理セミナー」を「EIZOモニター管理セミナー」

に訂正。また、第12号試案の「専門学校卒の方には

門徒を開かないのか。」を「専門学校卒の方には門

戸を開かないのか。」に訂正願いたい。

議長は平成20年度第5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。

議長．茂木常男　第5回理事会以降の動きを資料

に基づき報告する。

2／13　第5匝l理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

2／14　第2地区卒後教育講座（礪協医科大学病院

3階大会議室）

2／16　栃木県健康診査管理指導協議会がん委員会

（栃木県立がんセンター）〈野滞〉

2／21　日本消化器がん検診学会関東甲信越地方会

第41回放射線部会総会（とちぎ健康の森）

〈会長〉

2／25　事務所移転について県職員との話し合い

（本会事務所）〈矢野〉

2／28　関東甲信越放射線技師会　拡大会長会議

（東京都・タワーホール船堀）〈会長〉

3／2　会誌100号記念誌発行

3／15　第79回定期給会および第3回卒後教育、第

4回研究発表会

（濁協医科大学病院　開演記念館）

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〉

3／24　栃木県健康診査管理指導協議会

（栃木県庁）〈会長〉

3／31会員数　461名
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4／1　会費納入締切

4／4　国際医療福祉大学入学式（那須アスリーナ）

〈会長〉

4／7　県との事務所移転に関する打合せ（栃木会

館）〈野揮、矢野〉

栃木会館に移転するための見学、2010年3

月末日、栄町別館内に入っている各団体の

移転日に合わせ本会も移転する。

4／11監査会・第1回三役会（本会事務所）

〈会長・川口・若林・神山・野澤・福田・

金任卜牧島・矢野〉

4／24　平成21年度第1回理事会（栃木県済生会宇

都宮病院）

第2号議案　平成20年度事業経過報告について

議長：茂木常男　資料に基づき平成20年度事業経

過について報告する。各理事には事前に資料を配付

してあるので疑問点や誤字脱字等があればご指摘い

ただきたい。

議長は、この試案について諮ったところ満場一致

で承認された。

第3号議案　平成20年度会計決算報告について

（金田財務部長）

理事：金田幹雄　議長の求めにより資料に基づき

平成20年度会計決算報告について報告する。

繰越金について一例年において繰越金が50－60万円

ありますが、会費の納入を4月から行っていたため

前年度の支払いを繰越金にて行っていた。今年度

（平成20年度）からは3月までに次年度の会費を納

入していただいているので繰越金を作らなくても支

払いが完了できるため繰越金をなくした。

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4号議案　平成20年度監査報告（監事）

監事二川口俊郎　議長の求めにより資料に基づき

平成20年度監査報告を行う。去る4月11日仕）に本会

事務所において会長、副会長、常務理事、財務担当

理事、総務担当理事、事務職員立ち会いのもと平成

20年度の会計および会務の監査を実施した。関係帳

簿帳票類等を閲覧し、必要と思われる手続きにより

会計の処理業務について詳細に監査を行った。結果

については、会計および会務とも適正に処理されて

いると認める。

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jtた。

第5号議案　社団法人栃木県放射線技師会第80回定

期総会開催について

議長：茂木常男　資料に基づき報告する。第80回

定期総会については、以下の予定と役割分担で開催

することとしたい。

日時　平成21年5月24円（日）

受付●午前9時　開会．午前9時30分

場所：コンセーレ　小ホール

受付：総会運営委員

式次第の用意　牧島総務部長

（1）総会次第と担当役員選出

総会の司会：小野光也　理事

1開会の挨拶●神LL偏り会長

2会長挨拶

3表彰20年、35年勤続功労表彰

勤続功労者名の読上げ　福田常務理事

4総会運営委員会報告

総会運営委員長　日向野勇　地区理事

1地区　吉成亀蔵（大田原赤十字病院）

2地区・小野光也（上都賀総合病院）

3地区・大築慎一（栃木県済生会宇都宮病院）

4地区・島田智彰（佐野厚生総合病院）

5地区：日向野勇（下都賀総合病院）

5議長選出

6古記並びに議事録著名人選出

出＝記　福田常務理事

議事録著名人●神山副会長、金田財務部長

7議事

第1号議案　平成20年度事業経過報告

第2号議案　平成20年度会計決算報告

第3号議案　平成20年度監査報告

第4号議案　その他

8閉会の挨拶．野澤副会長

（2）表彰20年、35年勤続功労表彰者の確認と準備に

ついて

35年勤続功労表彰者　4名傭木県放射酎拍会入会噺

豊田　史郎（県西健康福祉センター）

田村　雅美（宇都宮中央病院）

吉田　武夫（倉持病院）
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芝野　常夫（福田記念病院）

20年勤続功労表彰者10名（栃木県放射線技師会入会榔

秋山　泰徳（とちの木病院）

米田　純子（とちぎリハビリテーションセンター）

後藤　和則（濁協医科大学病院）

清田　　宏（那須南病院）

萩原　芳広（栃木県立がんセンター）

中野　繁明（大田原赤十字病院）

設楽　賢司（宇都宮社会保険病院）

松枝　勝浩（自治医科大学附属病院）

君嶋　賢一（栃木県済生会宇都宮病院）

柏木　忠夫（柴病院）

表彰状、筒、広蓋を用意する人●矢野事務員

記念品、出席者名簿、会旗等必要な物を用意する

人：福田常務理事

記念品は例年どおり（35年：デジタル掛け時計、

20年・デジタル電波目覚まし時計）

その他については、

・三役会にて会費未納者がいるが今回は除名処分

にしない。次回まで持ち越し。

・会場より法人化に向けて方向性の質問があった

場合の回答については、基本的には公益社団法人

を目指していき、無理が生じるようであれば一般

社団法人で行っていく。千葉県は事業を行ってい

るため一般社団法人に移行する予定、他は公益社

団法人を目指していく。県の講習会に参加してい

るところ。また、5月2日に北関東拡大理事会に

て公益社団法人の新着状況を報告しあう予定。

理事：茂木常男　なお、総会における議長は執行

部案としては、柏崎克彦理事にお願いすることと

する。

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　平成21年度第1回卒後教育講座について

理事：柳沢三二朗　資料に基づき準備状況につい

て報告する。現在の決定事項については以下のとお

りである。

日時　平成21年5月23日日〕

受付14時30分　開会15時

場所　コンセーレ　アイリスホール

内容・モニター品質管理セミナー

進行係長　柳沢学術部長

受付　金田財務部長、吉成財務副部長

参加費　500円

前回の理事会にて土、日曜日の2日間行うという

話があったが、プログラム的に2日間で行うものが

ないという回答が届き、土曜日の1日間になった。

時間が押してしまう可能性があり牧島理事と調整し

て行う。申し込みは技師会のホ曽ムページと案内に

記されているアドレスより申し込むこととする。

申込者のリストがナナオより届き、会員以外の方か

ら申し込みがあった場合は電話にてお断りの説明を

することにする。セミナーの内容は、45分間：液晶

モニターの講義（45分）、品質管理の実習（8人グ

ループで60分）とする。新卒者でまだ入会手続きが

ない方は、入会申請を先にしていただく（会費は後

日で可）こととする。

議長：茂木常男　卒後教育講座終了後、以下のと

おり恒例の意見交換会を開催する。

日時二平成21年5月23日出18時30分　間宴

場所：コンセーレ

受付　金田財務部長、吉成財務副部長

参加費：宿泊10，000円（意見交換会を含む）

意見交換会のみ　5，000円

・意見交換会の出欠締切日　5月8［日金　総会出

欠票と一緒に、事務所へ提出する。

・意見交換会の進行は、組織部が担当。

・賛助会員の会費▲10，000円（宿泊・意見交換会

のみ同額）

議長：茂木常男　また、担当理事は以下の点の確

認をお願いしたい。

・宴会は飲み放題で可能か確認をとる。

・持ち込みは良い返答が得られず。施設の自販機

を使う。

・宴会の開宴が予定どおりの時刻で始まれない

場合の終了時刻について→コン七一レに確認を取

る。

・40名分の予約を抑えてあるが人数が下回るであ

ろうと思えるのでキャンセルがいつまで可能か確

認をとる（キャンセル料が掛からない日）。

理事：日向野勇　了解した。

談長は、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7号議案　各部・各地区報告

（部会報告）
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・事務局

理事：福田敏幸　資料に基づき報告する。平成21

年2月13日～4月24日の会の動きについては、1号

議案で会長より報告があったとおりである。会員総

数は4糾名である。

次の名の新入会申請が届いている。以上、7名につ

いて入会を認めて良いか、お諮りする。

議長は、7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：牧島正道　資料に基づき報告する。第79回

総会における会費免除規定の承認にともない、日放

技規程（左）と栃放技規程（右）の赤字で示すとこ

ろが追加となる。また、砺放技会費納入規程第2粂

（4）が追加された。したがって免除規程の該当者は申

請するときにホームページから申請者をダウンロー

ドし、捷出することとする。

該当者は、一年間仕事を休んでいる方。21年度4月

1日より施行する。したがって、これから休む方が

対象となる。
・財務部

理事：金田幹雄　資料に基づき報告する。会費納

入状況については、3月31日現在326名が納入済み

である。正会貞轍名中、326名（75．9％）である。

また、平成20年度会費未納者は以下の5名となって

いる。また、19年度未納者が1名いる。

賛助会員の会費未納については、平成20年度は、

フィリップス　エレクトロニクスジャパンメディカ

ルシステムズとシーメンス旭メデイテックの2社。

平成19年度は、フィリップス　エレクトロニクス

ジャパンメディカルシステムズ1社である。

地区助成金は各地区からの請求によりこの助成金額

を最大として支給する。開催が近づいたら、希望金

額を知らせてほしい。また、技師会活動を行った場

合は、必ず経費と旅費の請求をするようお麿いした

い。請求されたものに対して旅費規定に基づき支給

することとする。ただし、各地区活動については地

区助成金にて対処すること。また、理事会や縁会等

の旅費は財務部で一括して処理する。助成金の残金

については、次回の活動に使用してほしい。

・学術部

理事：柳沢三二朗　平成21年度から研究発表会を

毎年行う。学術部担当者が地区理事を兼ねているた

め、地区の卒後教育講座と被ってしまう。このこと

より、地区の卒後教育講座の企画を副理事が担当す

ることで学術部所属理事の負担軽減が図れるようお

廟いしたい。
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・広報部

理事：樋口清孝　会誌の表紙（1回／年）は前回

のデザインのままで109号まで発行する。次回の会

誌（101号）発行は、7月10日軸、原稿締め切りは6

月26日蛙はする。また、いままではっきりしていな

かったが、総会の開催報告については、総会道営委

員長に＝書いていただくこととしたいがどうか。

議長は、この件について諮ったところ満場一致で

承認された。

・組織部

理事：柏崎克彦　関東甲信越地域放射線技師学術

大会の情報としては、特に新たな事柄はない。演題

＿　　の募集割当が栃木に5演題きている。

議長：茂木常男　各地区より1演題ずつ出すよう

努力してほしい。

・企画部

理事：金田幹雄　小異理事が欠席であり代理で報

告する。今年度は放射線展に使用するパネルの更新

を行う予定でいる。放射線展の開催は、県内の自治

体や病院などが行う健康祭りがあれば参加してい

く。また、健康祭りの開催調査を行い、参画可能か

どうかを模索したい。勤務先等で開催予定があれば

情報を提供していただきたい。

・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　関東甲信越地域放射線技師学術

大会における女性サミットのシンポジストに選任さ

れた。4月18日に東京都女性の会と会見し、女性会

員からアンケートをとってほしいと依頼されたた

め、実施したいと考えている。

（各地区理事活動報告）収支決算報告書の提出
・1地区

理事：吉成亀蔵　特になし。
・2地区

理事：小野光也　特になし。
・3地区

理事：大築慎一　特になし。

・4地区

理事：島田智彰　特になし。
・5地区

理事：日向野勇　特になし。

談長は、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8号議案　その他朝告

議長：茂木常男　5月2日仕）北開束技師会役員会

が開催されるので次回に報告する。

理事：福田敏幸　研究会（消化器、MMG）の開

催案内が事務所に届いている。研究会世話人より報

告がないため、研究会の開催やその内容など、理事

が把握していない部分が多い。

理事：柳沢三二朗　学術部が年度末の閲催報告・

活動報告を確認することになっている。

理事：福田敏幸　理事会の資料の中に研究会開催

案内を入れ、開催内容等を報告するようにして情報

共有が図れるようにすることが望ましい。

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。

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

した。

議長は本日の平成21年度第1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。

議長：茂木常男　閉会を宣し、午後8時10分散会

した。
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日　時：平成21年7月17El幽　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、野澤幸二、神山辰彦、福田敏幸、牧島正道、柳沢三二朗、小野光也 

武藤美子、柏崎克彦、樋口清孝、島田智彰、寺島洋一、吉成亀蔵 

（監事）若林忠恭 

責纂誓：金田幹雄、小黒　清、日向野勇、大築慎一、清田　宏 
欠席者：（理事）川口俊郎 

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　本日の理事会は法完数を満たし

たので有効に成立した旨告げ、譜：記並びに議事録著

名人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野澤幸二、理事牧島正道、

古記に理事小野光也が選任された。

第1号議案　平成21年度第1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21年度第1回理事会議事録

の承認を求める。

理事：小野光也　H＿1席者理事名に自分の名前が

2ヶ所あるので1ヶ所を日向野勇理事に訂正願いた

い。

理事：野澤幸二　第5号議案の表彰者の勤務先名

が「とちぎリハビリステーションセンター」となっ

ているので、「リハビリテーションセンター」に訂

正願いたい。

議長は平成21年度第1回理事会誌事録の承認につ

いて諮ったところ、満場一致で承認された。

議長：茂木常男　第1回理事会以降の動きについ

て報告する。

5／2　北関東地域放射線技師会第1回役員会（バ

イオランドホテル）出席。

5／16　第1回消化管撮影研究会（鬼怒ケ丘クリ

ニック）開催。

5／23　第1回卒後教育講座（コン七一レ）開催。

5／24　栃木県放射線技師会第80回定期総会・勤続

20、35年功労表彰を開催。

6／4～6　第25回放射線技師総合学術大会（鹿児

島市）

6／6　日本放射線技師会第67回定期総会〈会長、

神山、福田〉

6／15　第4回ラジオロジーアセスメントセミナー

ln栃木（ホテル東日本宇都宮）本会後援に

て開催。

6／23　県との事務所移転についての打ち合わせ

（栃木会館）〈福田、矢野〉

6／26　第2回三役会・公益法人格取得委員会開催

（栃木県済生会宇都宮病院）〈会長、神

山、野澤、福田、牧島、金田〉

7／8　栃木県がん英検協議会総会および学術講演

会（栃木県立がんセンター）出席。

第2号議案　平成21年度第2回卒後教育講座（公開

講座）の開催について

理事：柳沢三二朗　議長の求めにより資料に基づ

き報告する。

開催［川寺は平成21年11月7日仕）14●30分受付開始、

15　00開演。場所は県立がんセンター講堂とする。

内容はメーカー3題（シーメンス．CT、キヤノ　　（

ン　フラットパネル、GE　マンモ）を予定。

会費は無料とする。

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3号議案　平成21年度　関東甲信越放射線技師学

術大会について

理事：柏崎克彦　遅刻のため、議長が弊料に基づき

報告する。

日時　平成21年9月26日仕）

9月27日（日）

－40－

場所　タワーホール船堀

（東京都江戸川区船堀4－1－1）

参加費　会員ま000円　学生1．000円である。
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シンポジウムⅡ：女性サミット　～女性技師の現状

と将来の展望～　武藤理事がシンポジストであるC

シンポジウムⅣ・公益社団法人への道　担当県は千

葉県、山梨県、栃木県、埼玉県、司会東京都であ

り、本県は金田理事がシンポジストである。

特別企画「極める！」の10部門は、各県会長が司会

を務める。

各県への依頼は、演題数が会員数の1％、参加人数

は会員数の10％であり、本県の演題は大田原3、が

んセンター1、済生会1の5演題、参加人数は45～

知名が希望である。

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　公益法人格取得委員会の活動について

理事：牧鳥正道　議長の求めにより資料に基づき

報告する。

栃木県放射線技師会は公益法人格取得を目指し、平

成お年3月申請に向け、定款と諸規定の改正案の作

成に取り組み始め、9月4日伝削こ第2回公益法人格

取得委員会を開催予定である0

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　月表放射線種蘭会北村会長との懇談会
への参加について

理事：柏培克彦　遅刻のため、議長が資料に基づ

き報告する。

関東甲信越学術大会開催中にタワーホール船堀会議

室（東京都江戸川区船堀4－1－1）にて実施予定で

あり、3名の参加要請があった。参加者については

会長一任とする。

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6号議案　各部・各地区報告

（各部報告）
・事務局

理事：福田敏幸　議長の求めにより資料に基づき

会貞の動向について報告する。会の動きについて

は、1号議案の会長報告のとおりである。会員の動

静については、472名となっている

新たに7名が新入会を希望し入会届がでている。入

会申込者は次のとおりである。

議長は、議場に7名の入会希望者について入会の

可否を誇ったところ、満場一致をもって全貝の入会

が承認された。

○生涯学習システムカウントについて（都道府県放

射線技師会主催イベントのカウント）

1．「社会活動」カウントに統一される。

都道府県凍師会が主催する各種講習会は、地域医

療貢献のための資質向上がその日的となっている。

そのため、これまでの「学術・研修」を、これか

らは「社会活動」と位置づける。

2「1／3」カウントは、なくなる。

これまで都道府県・技師会主催イベントの多くは、

本会主催の1時間1カウントに対して1／3となっ

ていた。これをなくし、新たな基準を設けた。①2

時間未満＝1カウント②2時間以上5時間未満＝3カ

ウント③5時間以上＝5カウントとする。

3．「平成21年7月1日」から運用となる。

規程上は平成21年4月1日から施行だが運用上、

7月1日より適用とする。

以上の3点が変更のポイントである。
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（⊃事務所移転について

県より現在使用している栄町別館から栃木会館に移

転するように通達があった。

栃木会館の大きな部屋である201会議室を180cmの

パーテーションで仕切り、6団体が入居することに

なる。来年の4月の仕柏）に引越しとなる。光熱費は

床面積に比例して振り分ける。

栃木県CT研究会でホームページを立ち上げたので

技師会とリンクしたいが良いか。

試長は、この件について議場に諮ったところ、満

場一致で承認された。

〇第27回日本核医学技術学会関東地方会総会の後援

並びに協力について

平成22年5月15日仕）に栃木県総合文化センター（栃

木県宇都宮市）にて開催予完の第27回日本核医学技

術関東学会地方会総会の山本智朗（国際医療福祉大

学）大会長より、栃木県放射線技師会よりの後援並

びに会運営の協力依頼が来ている。

日本消化器がん検診学会　関東甲信越地方会　第42

回放射線部会学術集会を平成22年2月20日比川こ群馬

県立県民健康科学大学で開催予定である。例年どお

りに、後援をお願いしたい。

・総務部

理事：牧島正道　栃木県医事厚生課より法人研修

会（8月末）の開催案内が来ている。

・財務部

理事：金田幹雄　欠席のため議長が資料に基づき

報告する。

会費の納入状況については、7月1日現在389名が

納付となっている。納付率は822％であり、未納者

は84名となっている。賛助会員は未納が5社、広告

については、13社となっている。

活動報告古を提出の際には、必ず諸経費、旅費の記

入をお願いする。提出された活動報告書をもとに旅

費支給明細憲を作成し、旅費等を支給する。日当に

関しては、活動時間をもとに算出する。

第25回放射線技師総合学術大会の発表者5名に参加

登録費の助成を行った。

井戸沼佳明り中野繁明（大田原赤十字病院）柴田欣

也・LLl崎詔一・芦崎道太（自治医科大学附属病院）

研究会助成金について、今年度の研究会への助成金

は、それぞれの研究会に予算額を配分するのではな

く必要に応じて予算額の範囲内で助成することにす

る。なお、消化管撮影研究会は21年度への繰越金が

17万円ほどあるので、今年度は助成なしとする。

・学術部

理事：柳沢三二朗　第5匝卜栃木県放射線技師会学

術研究発表会の演題募集は、8月に発送予定であ

る。

開催日は、平成22年3月14日（印とし、場所を国際医

療福祉大学の400席または200席の教室とする。

・広報部

理事：樋口清孝　広告の掲載依頼が遅れたため、

会誌101号の発行が遅れてしまい申し訳ありません

でした。

あすた－と22号は10月13日（ノd発行予定なので、原稿

の締め切りを9月29日（州とする。

・組織部

理事：柏嶋克彦　特になし
・企画部

理事　小黒　清　欠席のため議長が報告する。

パネル展については壬生町の健康祭りに参加でき

ないか問い合わせ中であるが未完である。

パネルの更新については委員会で話し合いをする。

第27回日本核医学技術学会関東地方会で技師会と同

時開催で放射線展（パネル展）をお願いできないか

問い合わせがあった。

・地域医療対策部

理事：清田　宏　欠席のため議長が報告する。

特になし

・女性部

理事：武藤美子　平成21年6月20日比）に開催した

マンモの勉強会は、35名の参加者があったが1名が

非会員だったかもしれない。5月に行ったアンケー

トは80名発送し43名の回答を得たが、ホームページ

およびあすた－と掲載については9月にある平成21

年度関東甲信越放射線技師学術大会終了後を予定し

ている。

（各地区報告）
・第1地区

理事●吉成亀蔵　特になし。

・第2地区

理事：小野光也　特になし。
・第3地区

理事：福田敏幸　特になし。
・第4地区

理事：島田智彰　7月7日り飢こ幹事会を実施し、
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テーマを「MRI・CT航影について」に決定した。

・第5地区

理事：日向野勇　欠席のため不明。

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7号議案　その他

皿平成21年度第1剛ヒ関東地域放射線技師全役員会

報告

議長：茂木常男　平成21年5月2日仕）13時から16

時まで、各県会長5名と各県理事7名、合計12名が

参加レヾイオランドホテル会誌室にて開催された。

その他の報告事項として、

1平成21年度北関東地域地方技師会新役員について

群馬県放射線技師会、埼玉県放射線技師会に役員の

変更があり、改めて出席者の紹介を行った。

2．北関東地域放射線技師会事務局（事務報告と職員

交代）について

磯田前副会長より橋本副会長へ事務担当が変更とな

り、引続き文書管理と会計管理を行うことで了承さ

れた。

3．日本放射線技師会平成20、21年度総会委員推薦に

ついて

北関東地域地方技師会代表小川理事より資料に基

づき報告された。

4平成20年度第7回日本放射線技師会理事会報告に

ついて

小川地域理事より議事録の内容について報告され

た。

5．平成20年度南・北関東地域放射線技師会拡大会長

会談幸R告について

小川地域理事より議事録の内容について報告され

た。

6各県放射線技師会報告

（D新潟県放射線技師会

5月16日開催の総会並びに学術大会時の公開シンポ

ジウムの概要について報告された。

（む茨城県放射線技師会

マンモグラフイ講習会を9月から3月の間に開催予
′－」一

刀三0

7　その他

新潟県放射線技師会より大規模災害対策委員会シン

ポジウムの概要について報告された。

⊂）議題

1）地方技師会と日本放射線技師会との連携について

（継続審議）

法人組織としては地方技師会と日本放射線技師会は

別個の社団法人であるが、職能団体として互いに強

く連携していくことを確認した。そしてその連携方

法や日本放射線技師会地域という曖昧な組織につい

ても継続して審議していくことを確認した。

2）各県公益社団法人格取得への進捗状況について

（情報交換）

①埼玉県放射線技師会橋本副会長より公益社団法人

格取得への進捗状況について報告された。

平成20年7月新公益法人についての説明会へ参加、

9月改革検討委員会を開催、10月説明会へ参加した

が、県より急がないでくださいとの意見があった。

11月内閣府による説明会に本会税理士と参加。

検討委員会は月1回の割合で開催し、5月に定款を

仕上げる。6月より諸規定の改革、12月に定款と諸

規定を改正。定款と諸規定の内容は総務部文書課で

確認してもらう。

②新潟県放射線技師会は一般法人の選択肢を改めて

検討していると報告

③群馬県放射線技師会は新執行部へ委託すると報告

④栃木県放射線技師会はまだ検討中と報告

⑤茨城県放射線技師会は会員から法人化に対する詳

細な説明を求められ、総会資料として文吉を作成し

たと報告

埼玉県以外の各県放射線技師会は法人のメリット、

デメリットを再検討して平成23年度内に決定する

と報告。定款案、諸規定の情報共有をお互いに確認

した。

3）北村会長との懇談会について

昨年同様、学術大会開催期間中に行う。

4）その他

○次回の役員会について

今回同様、拡大会長会誌とする。日程については学

術大会開催日に合わせて調整する。

回第27回日本核医学技術学会関東地方会総会の後援

並びに協力については、事務局報告のとおりであ

る。

匠日本放射線技師会第67回定期総会に出席した時

に、「日本放射線技師連盟支部設立のお願い」を受

け取った。

回「医療安全全匡Ⅰ共同行動推進シンポジウム1n栃

木」が7月26日伯）10●00～15．00の日程で自治医科

大学地域医療情報研修センター　中講堂で開催され
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る。詳細はホームページをご覧いただきたい。

固国際医療福祉大学大学祭実行委員長より10月17

仕）、18伯）開催の大学祭への参加依頼が来ている。

理事：柳沢三二朗　日本放射線技師会のアドバン

ス・シニアのポイントについて、以前は共同演者に

もポイントが付いたがホームページを見ても不明で

ある。

議長：茂木常男　その件は後で調べる。

理事：柏嶋克彦　入会規完も変わったのではない

か。

理事：福田敏幸　卒業初年度は無料、5年目まで

が5，000円、6年日以降は会費掛ける年数に変わっ

た。平成25年より施行する。

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、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。

議長は、本日の平成21年度第2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。

議長：茂木常男　閉会を宣し、午後7時40分散会

した。

二⑳‾▼¶‾義盛・遍壷も壷一遍竜豪儀古豪由江」
日　時：平成21年9月18日幽　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、野澤幸二、牧島正道、金田幹雄、小黒　清、柏崎克彦、樋口清孝 

柳沢三二朗、武藤美子、吉成亀歳、清田　宏、大築慎一、別に】智彰、日向野勇 

寺島洋一 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

吾纂誓‥（理事）神山辰彦、福田敏幸、小野光也 

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、－il絹己並びに議事録著

名人の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって

古記に理事大築慎一、議事録著名人に理事野揮幸

二、理事金田幹雄が選任された。

第1号議案　平成21年度第2回理事会議事嶺の承認

並びに会長報告

議長：茂木常男　平成21年度第2回理事会議事録

の承認を求める。

理事：金田幹雄　第7号議案のその他（議事録の

最後の頁）において、「理事崎克彦」とあるが、正し

くは「理事柏崎克彦」であるので、訂正願いたい。

議長は平成21年度第2回理事会議事録の承認につ

いて諮ったところ、満場一致で承認された。

議長：茂木常男　第2回理事会以降の動きについ

て報告する。

7／27　匝1際医療福祉大学学長名誉学長就任祝賀会

〈会長〉

8／22　全国会長会議〈会長〉

8／25、26　特例民法法人研修会（栃木県総合教育

センター）〈神山、放鳥〉

9／4　第3回三役会・公益法人格取得委員会

（栃木県立がんセンター）

〈会長、神山、野澤、牧島、金田〉

9／18　第3回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

第2号議案　第2回卒後教育講座（公開講座）の開

催について

理事：柳沢三二朗　議長の求めにより弊料に基づ

き報告する。

日時　平成21年11月7日出

14．30受付15　00開演

場所　栃木県立がんセンター

内容　新しい放射線技術について
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1シーメンスメディカルCT

2キヤノン製フラットパネル

3．マンモグラフイの話題提供

GEフラットパネル断層

会費：無料

シーメンスとキヤノンについては演題名と演者が決

定した。GEについても間もなく決定する予定であ

り、9月末から10月初旬には会員にお知らせでき

る。広報活動としては、ホームページ上にA4サイ

ズのポスターを掲示し、それを各施設で印刷して広

報活動を行っていただきたい。

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3号議案　平成21年度関東甲信越放射線技師学術

大会について

理事：柏崎克彦　議長の求めにより資料に基づき

報告する。

日時．平成21年9月26日出

場所　タワーホール船堀

（東京都江戸川区船堀4－1－1）

参加費：事前登録

会員3．000円／一般5，（X氾円／学生1．000円

当日登録

会員5，000円／一般7，000円／学生1．000円

演題数－123演題

シンポジウムⅢ　女性サミット～女性技師の現状と

将来の展望～

本県の武藤理事がシンポジスト

シンポジウムⅣ　公益社団法人への道（千葉県、山

梨県、栃木県、埼玉県）

司会は東京都で、本県は金田理事がシンポジスト

特別企画「極める！」の10部門の司会は各県の会長

が務める。

MRI（千葉県）、マンモグラ7イ（新潟県）、医

療情報（神奈川県）、放射線治療（東京都）、RI

（栃木県）、消化管検査（茨城県）、超音波（埼玉

県）、一般撮影（山梨県）、CT（長野県）、IV

R（群馬県）
一般演題の座長については、本県担当のセクション

はすべて東京都放射線技師会で賄ってくれた。

事前登録は締め切られ、本県からは25名の登録が

あった。

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　公益法人格取得委員会の活動について

理事：敷島正道　議長の求めにより委員会の活動

およびスケジュールについて報告する。

8月25、26日に行われた特例民法法人研修会に参加

したところ、公益法人格取得の申請は電子申請にて

行うとのことであった。電子申請のためにはI Dと

パスワードが必要であり、本県の場合、I Dが栃木

県放射線技師会のメールアドレスであり、パスワー

ドは栃木県放射線技師会の電話番号である。

今後のスケジュールは、①平成22年3月の定期総会

で公益法人格取得の賛否の採決をとる（む賛成多数の

場合は平成22年5月の定期総会で定款の改正案の承

認を得る（∋平成23年3月に定款の申請をする。

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5号議案　第5回栃木県放射線技師会学術研究発

表会について

理事：柳沢三二朗　議長の求めにより資料に基づ

き報告する。

日時：平成22年3月14日（日）

9－30受付10：00開演

場所　国際医療福祉大学　0棟　講義室

第5回は場所が大田原で遠方であるため、従来ほど

演題数を多くせず余裕を持ったスケジュールにした

い。

生涯カウントは、参加者についてはポイント加算さ

れるが、演者や座長においては別途ポイントの加算

はされない。この件について、別途ポイント加算さ

れるよう日放技に申し入れをしたがまだ未回答であ

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　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、議長が資料に基づ

き報告する。

会の動きについては、1号議案で会長より報告が
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あったとおりである。

会の動静については会員総数472名で、新入会者・

転人出者・異動者・退会者は0である。

栃木県公衆衛生大会表彰があり、表彰者は次のとお

りである。

〈知事表彰〉

北條　昌一

〈大会長表彰〉

檜山　　操

小林　　桂

日向野　勇

長谷見隆夫

山田　隆幸

高野美登志

栃木県済生会宇都宮病院

大田原赤十字病院

栃木県済生会宇都宮病院

下都賀総合病院

佐野厚生総合病院

芳賀赤十字病院

今市病院
・総務部

理事：放鳥正道　特に報告事項はなし。
・財務部

理事：金田幹雄　議長の求めにより資料に基づき

報告する。

平成21年度会費納入状況は、9月8日現在421名で

納入率は89．2％である。平成20年度会費未納者は5

名、平成19年度会費未納者は1名である。これらの

会費未納者に対して、8月下旬に再度会費納入の請

求書を送付した。

日放技では2年間の会費未納の場合は会員資格を喪

失するので、栃木県放射線技師会も定款を改正し、

それに合わせたい。

関東甲信越放射線技師学術大会演題発表者に対し

て、現金および図書カードによる参加費助成を行い

たい。

・学術部

理事：柳沢三二朗　第5号試案にて報告済み。
・広報部

理事：樋口清孝　議長の求めにより報告する。

「あすた－とVo122」の発行を10月13日に予完して

いる。掲載予定原稿の締切を9月29日にする。

掲載予定　第2回卒後教育講座の案内、各地区の卒

後教育講座の案内、第67回日放技定期総会報告、第

5回学術研究発表会の演題募集案内
・組織部

理事：柏嶋克彦　特に報告事項なし。
・企画部

理事：小黒　清　議長の求めにより、パネル更新

についての進捗状況を報告する。

9月12日に第2回目の委員会を開催し、第1匝l目の

委員会で選別した「古くて使えないパネル」を新た

に「検査シリーズ12項目」に更新する案が出された。

更新するにあたっての費用（印刷代、額縁の値段）

を検討中であり、1回／月のペースで委員会を開催

する予定である。
・地域医療対策部

理事：清田　宏　議長の求めにより報告する。

各地区公衆衛生大会表彰者の推薦依頼があった。宇

都宮・栃木・小山・安足の4地区で合計6名が該当

したが、そのうち2名が辞退したため4名を推薦し

た。各地区とも11月中に衛生大会が開催される予定

である。

・女性部

理事：武藤美子　議長の求めにより報告する。

第2回マンモグラフイ研究会が下記の日程で開催さ

れる。

日時：平成21年10月3日仕）

14：30～17’00（13：45より受付）

会場●栃木県済生会宇都宮病院　グリーンホール

内容1標準鵜影法

（ポジショニングの基礎とポイント）

2追加（応用）撮影法

3．グループ実習

（各地区理事活動報告）

各地区とも、卒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）

日時．平成22年1月30日出

内容1法令関係

2医療安全

3　DOA CT

詳細は未完である。
・第2地区（小黒理事）

未完であり、早急に幹事会を開催する予定である。
・第3地区（大築理事）

未完であり、早急に幹事会を開催する予定である。
・第4地区（島田理事）

日時●平成21年12月5日仕）

15：00開会（14　30より受付）

場所　佐野厚生総合病院　講義室2

内容：会員による意見・情報交換を目的とした座

談会

1MRI乳腺撮像の実際

座　　長　足利赤十字病院　　中室　智之
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パネラー　足利赤十字病院　　早乙女加苗

佐野厚生総合病院　田中　潤子

佐野市民病院　　　長沢　雅史

2　CT揖影の疑問に答えて

（アンケート調査を中心に）

座　　長　足利赤十字病院　　久保田健夫

・第5地区（日向野理事）

未定であり、早急に幹事会を開催する予定である。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で了承された。

第7号議案　その他（報告事項）

議長：茂木常男　平成21年8月22日吐）開催された

｛　　全国会長会誌について資料に基づき報告する。

1報告事項

（1）会員並びに会費納入状況について

本県の会費納入状況は平成21年7月において844％

で、他県に比べ納入状況は非常に良好である。

（2）国のがん対策検診事業について

矢野経済研究所による2009年乳がん検診に関する調

査報告が配布され、本県のマンモグラブイの充足

度合いは10．8ポイントであった。全国平均は11．4％

で、ポイントが低いほど充足度が高いことを表す。

（3）第68回定期総会開催について

平成22年6月5日仕）に科学技術館サイエンスホール

にて10時より開催される。また、翌日の6日（日）には

11時より全国会長会議も開催される。

（4）第26回放射線技師総合学術大会について

平成22年7月2日園から4日（日）まで東京国際フォー

ラムで開催される。

（5）日本放射線技師会各担当者からの実務の説明につ

いて

（む総務関係

1）会費納入、入退会関連について

会費に関する年間スケジュールと会員の管理業務、

入会、退会、転入手続きなどの再確認が行われた。

2）永年勤続表彰について

本県の放射線技師会前会長、赤羽泉氏を永年勤続表

彰50年に推薦する。推薦に関する留意事項として、

会費を21年度まで完納していること、履歴昔の職歴

は勤務年数を算定する上で年月日が必要であること

が挙げられた。

3）旅費規程についての説明

航空券の添付や特急料金、急行料金、宿泊費など詳

細な旅費規程ができた。規程改正日は平成20年9月

13日である。

（∋学術教育関係

日本放射線技師会実施の研修会などにおいては会員

と非会員との会費の差がないために、会員であるメ

リットがない。若い技師の入会意欲が少ないとの意

見があった。本県が目指す公益法人においては「会

員と非会員の差をつけるのは望ましくない。放射線

技師全員のための研修会であり、学術的なことにつ

いては技術学会等でも行える。」であるため、今後

の対応を模索中である。

2その他

（∋都道府県技師会開催の学術大会や研修会などの参

加は社会活動ポイントとして付加されるが、研究発

表者や座長に対する付加ポイントの設定がないので

再検討をお願いした。

②認定資格更新申請について、放射線機器管理士と

放射線管理士の今年度更新該当者は650名いるが、

更新手続きをした方は5％しかいない。放射線機器

管理士の日常点検の実施実績報告は5年間で50カウ

ントになるので更新するように呼びかけをお願いし

たい。なお、実施実績報告は5年間分すべてを必要

とせず、1年間のうちの1か月分のみの実施証明青

を添付すれば良い。

③臨床実習指導教員の更新について、技師学校のな

い県では実習生が来ないので更新が難しいとの意見

があった。学生のみではなく、新人教育や職場内の

技術指導なども含まれるので更新の指導をお願いし

たい。

（む医学物理士について最近話題になっているが、日

放技としてはどのような方向で考えているかとの質

問に対し、「医学物理士が必要ではないとは言わな

い。医療現場では医学物理士の必要性はないので

あって、医療現場以外の職場では良いのではない

か。」との回答であった。放射線治療品質管理士の

受験資格に医学物理士が入っているが、今後もこの

方向で行っていくか理事会などで検討していく。

⑤公益法人格の取得に対する各県の対応について確

認したところ、公益社団法人で申請する県が多く、
一般社団法人は数県であった。また、どちらにする

か検討中の県もあった。

談長は、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、満場一致にて承認されたことを

確認した。
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議長は、本日の平成21年度第3回理事会における　　　議長：茂木常男　閉会を宣し、午後7時55分散会

議案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降　　した。

∴⑳　棚引焼酎国　電尋重患事忍炒9　1
日　時：平成21年12月4日伶〉　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、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、′J、黒　清 

柏崎克彦、樋口清孝、武藤美子、吉成亀蔵、清田　宏、′ト野光也、島田智彰 

日向野勇、寺島洋一 

（監事）川口俊郎 

悪霊誓‥（理事）柳沢三二朗、大築慎一（監事）若林忠恭 

開会の経過

完刻に至り、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

書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21年度第3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21年度第3回理事会議事録

の承認を求める。

理事：小野光也　各地区理事活動報告の第2地区

（′J、野理事）のところ（小黒理事）に訂正願いた

い。

議長は平成21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。

議長：茂木常男　第3回理事会以降の動きを資料

に基づき報告する。

9／18　第3回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

9／25　北開束地域放射線技師会第2回役員会（拡

大会長会誌）（東武ホテルレバンド東京）

〈会長・野澤〉

9／26、27　関東甲信越放射線技師学術大会（東京

都・タワーホール船堀）〈日向野〉

9／30　緊急放射線被曝事故訓練（茨城県放射線技

師会主催）

10／3　第2回マンモグラフイ研究会（栃木県済生

会宇都宮病院）

10／9　あすた－とVo122発行

10／16　栃木県放射線技術研究会（栃木県清生会宇

都宮病院）〈柳沢〉

10／17　企画部会議（本会事務所）〈小黒・柏崎・

神LLい金田・清田・武藤〉

10／24　第2地区幹事会（媚協医科大学病院）

10／27　県との事務所移転に関する打ち合わせ（栃

木会館）〈福田・矢野〉

11／7　第2回卒後教育講座（栃木県立がんセン

ター）

11／12　安足地区公衆衛生大会（栃木県安足健康福

祉センター）〈会長・島田〉

11／20　第4回三役会・公益法人格取得委員会

（栃木県済生会宇都宮病院）〈会長・神山・

野澤・福田・牧島・金田〉

12／4　第4回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

議長：茂木常男　社団法人日本消化器がん検診学

会より寄付金の依頼があった。三役会で検討した結

果、本会では寄付しないと決定したので報告する。

第2号議案　第5回栃木県放射線技師会学術研究発

表会について

理事：柳沢三二朗　欠席のため理事寺島洋一　議

長の求めにより第5回栃木県放射線技師会学術研究

発表会の進捗状況を報告する。

日時　平成22年3月14日（日）

9　30受付10　00開演

場所　国際医療福祉大学　0棟　講義室

12月4日現在演題数が0である。この状態をどうし
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たらよいか理事会で諮ってほしい。

座長・演者への学習ポイント付与について確認した

い。

議長　茂木常男　各地区学術担当者から最低1演

題ずつ要請する。

演題募集締め切りが12月11日となっている。

座長・演者へのポイント付与に関しては回答を得て

いないので本年度は参加者ポイントのみとなる。

会費は学生無料、学生以外の会員は500円とする。

昼食をランチョンセミナーにするか三役会で提案が

あったが会場が飲食禁止なのでランチョンセミナー

は行わず、昼食は弁当とし価格は飲み物付き500円

ぐらいで交渉する。

開演時問については演題数によって前後する。第3

回卒後教育講座に関しては柳沢学術部長に確認を依

頼する。

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3号議案　社団法人栃木県放射線技師会第81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

81回定期給会について資料に基づき提案する。

日時　平成22年3月14日伯）

13時受付13時30分開会

場所：国際医療福祉大学

受付　総会運営委員

式次第の用意　牧島総務部長

出席者名簿、会旗等▲福田常務理事

総会次第と担当役員について

総合司会．大築慎一理事

1開会の挨拶　神山副会長

2会長挨拶

3総会運営委員会報告

総会道営委員会

委員長．烏阿智彰理事

委　員1地区　吉成亀蔵（大田原赤十字病院）

2地区　小野光也（上都賀総合病院）

3地区　大築慎一（栃木県済生会宇都宮病院）

4地区　島田智彰（佐野厚生総合病院）

5地区　日向野勇（下都賀総合病院）

4議長選出　小黒清理事

5壬招己並びに談事録著名人選出

書記　福田常務理事

議事録著名人　神山副会長、金田財務部長

6議事　第1号議案　平成22年度事業計画（案）

第2号議案　平成22年度予算二吉（案）

第3号議案　平成22年度スローガン（案）

第4号議案　公益社団法人移行承認について

第5号議案　その他

第6号議案　役員改選選挙

7閉会の挨拶　野澤副会長

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　平成22年度事業計画（案）について

議長：茂木常男　平成22年度事業計画（案）につ

いて無料に基づき提案する。

第81回定期総会へ事業計画（案）を提出する。

平成21年12月25日（劫までに各部長へ事業計画（案）

の変更を依頼。

事業計画（案）に則り、平成22年度予算音（案）の

作成を金田財務理事に依頼する。

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5号議案　公益社団法人移行承認について

議長：茂木常男　公益社団法人移行承認について

資料に基づき提案する。

資料『公益社団法人移行について』この文面をもって

第81回定期総会へ資料として提出し、承認を得たい。

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6号議案　平成22年・23年度　栃木県放射線技師

会役員改選選挙について

議長：茂木常男　平成22年・23年度栃木県放射線

技師会役員改選選挙について資料に基づき提案す

る。

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（下描結合病院）

委　員．市川　和秀（佐野厚生総合病院）

役員選挙スケジュール

平成21年12月14日（月）

栃木県放射線技師会役員立候補公示

平成22年2月15日（月）
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栃木県放射線技師全役員立候補〆切

平成22年3月14日（日）

栃木県放射線技師会役員改選選挙

選挙管理委員長へ役員選挙スケジュールを伝える。

役員選挙スケジュールと役員立候補公示を「あす

た－とVoL23」・ホームページへ掲載依頼する。

次回理事会で立候補者数の確認をとる。

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7号議案　第3回公益社団法人格取得委員会の活

動について

理事：放鳥正道　議長の求めにより第3回公益社

団法人格取得委員会の活動を報告する。

11月20日、第3回公益社団法人格取得委員会を栃木

県済生会宇都宮病院にて開催した。

定款（案）、内容の吟味、諸規程をこれから発展さ

せていく予定。

12月17日、県庁で行われる特例民法法人に係る特別

相談会へ理事神山辰彦・理事福田敏幸・理事牧島正

道・理事金田幹雄4名が参加予定。

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　各部・各地区報告

（部会報告）
・事務局

理事：礪田敏幸　議長の求めにより資料に基づき

報告する。

〈会員の動静〉

会員総数　474名

第1地区62名、第2地区95名、第3地区156名、

第4地区65名、第5地区！格名

新入会・転入会について、次の4名より新入会申請

が届いている。

以上、4名について入会を認めて良いか、お諮り

する。

議長は、4名の入会について議場に諮ったとこ

ろ、満場一致で全呂の入会が承認された。

〈事務所移転について〉

平成21年10月27日、理事福田敏幸、事務眉矢野2名

が県と栃木会館入居者予定団体代表者調整会議に参

加した。平成22年4月3日～4日の2日間で、栄町

別館より栃木会館2Fに転居引っ越し予定。予定事

務所の仕切り方法やスペース、間取り等の詳臥光

熱費等の検討課題を説明。

転居引っ越しの手伝いを関係役月に協力要請。

年賀状送付者リストの確認

訂正、誤字脱字等あれば事務員矢野へ連絡を靡う。
・稔務部

理事：放鳥正道　特に報告事項なし。
・財務部

理事：金田幹雄　議長の求めにより、会費納入状

況を資料に基づき報告する。

賛助会員の㈱フィリップスエレクトニクスジャパン

メディカルシステムズに関して平成21年11月30日に

平成19、罰、21年度の3年分の納入があった。

本会会費未納会員へ11月2日付けで会費納入規定に

基づく機関紙等の送付の停止をする旨の通知を送

付。会費が納入されるまですべての郵送を停止す

る。会員資格の停止の規定がないため、今後開催さ

れる卒後や研究会の開催通知に会費未納者の参加は　　｝

認めないと明記するよう要請する。

平成22年度会費請求のためのデータを日放技へ送

付、平成21年12月初旬、会費請求書が日放技より本

会へ送付される予定。

日放技への会費納入を振込みにしている会員へは、

本会が本会会費請求書を送付する。

本会事務所のコピー機を更新した。

地区助成金について、地区卒後教育講座の開催が近

づいたら希望金額をお知らせください。

平成22年度予算書作成における各部概算額の提出に

ついて、各部への平成22年度事業計画に基づく予算

金額の提出を要請する。
・学術部

第2回卒後教育講座（公開講座）開催報告について

理事柳沢三二朗欠席のため開催報告は次回の理事会
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にて報告する。

・広報部

理事：樋口清孝　議長の求めにより報告する。

あすた－と23号は平成22年1月12日り飢こ発行予定。

原稿の締切を平成21年12月22日栂とする。

栃木県放射線技師会役員選挙の公示、社団法人栃木

県放射線技師会第81回定期総会の開催、第5回学術

研究発表会の開催、第3回卒後教育講座の開催、関

東甲信越放射線技師学術大会参加報告、第2回卒後

教育講座開催報告、各地区研帽会報告、第2回マン

モグラフイ研究会開催報告、第6回栃木県放射線技

術研究会の開催のお知らせ、第3地区卒後教育講座

開催の無期延期等掲載予定である。
・組織部

理事：柏嶋克彦　特に報告事項なし。
・企画部

議長：茂木常男　本日第27回日本核医学技術学会

関東地方会大会長山本智朗先生より総会については

後援、放射線展共催の依頼があった。

名称が「放射線展触れてみませんか？」パネル展示

と実機展示で参加者が体験できるようにしたい。開

催日は平成22年5月14日陰）午後から5月15日仕〕夕方

まで。

実機は骨密度、フジフイルム、ワークステーション

等、メーカーには技師会から依頼していただきた

い。展示スペースは未定。実行委月例からは東芝と

コダックからマンモ関係の実機を借りる予定。

説明要員は技師会から出してもらいたい。

以上ご検討くださるようにと依頼があった。

放射線展は開催していきたいので、′J、黒酒企画部長

に検討願う。

理事：小黒　清　放射線展を後援にするか共催に

するか、またどこまで協力できるのか技師会の意見

を決めていただきたい。

議長：茂木常男　第27回日本核医学技術学会関東

地方会総会については後援、放射線展については共

催する。

理事：福田敏幸　後援にあたり本会からは経費は

捻出しない。放射線展については人材および放射線

展にかかる諸経費は本会で負担し、それ以外につい

て本会は負担しない。「内容については小異清企画

部長に一任しているのでご相談ください。」と公文
一書で大会長に返事を出す。

理事：小黒　清　大会長と相談の上、各理事に協

力を要請する予定。

理事：小黒　清　議長の求めによりパネルの更新

について進捗状況について報告する。

平成21年12月2日（水第3回パネル展の委月会を開催

した。各委員が2枚のパネルを制作。

「～検査とは」と形式、文字の大きさ、書式を統一

し16枚のパネルを完成させた。

現行35枚程度使用可能なパネルがあるので50枚程度

パネルがある。

来年1月の委員会時に誤字脱字の訂正等最終確認を

行い、印刷依頼をする予定。
・地域医療対策部

理事：清田　宏　議長の求めにより、各地区公衆

衛生大会等の報告をする。

前回理事会報告のとおり各地区公衆衛生大会表彰者

6名のうち2名がご辞退された。宇都宮・小山・栃

木各地区とも11月中に公衆衛生大会が開催され4名

の方が表彰された。

・女性部

理事：武藤美子　議長の求めにより、第2回マン

モグラブイ研究会の開催報告をする。

平成21年10月3日仕）栃木県宇都宮済生会病院にて第

2回マンモグラフイ研究会を開催した。

参加者25名、ポジショニングについての勉強会を

行った。

第3回マンモグラフイ研究会を平成22年6月5日出

栃木県宇都宮済生会病院にて開催予定。

乳腺のエコーについて実習を交えた勉強会を計画

中。「女性部のアンケートについて」ホームページ

への掲載を依頼。

（各地区理事活動報告）

議長：茂木常男　各地区理事に活動報告、卒後教

育講座の進捗状況説明を求める。
・1地区　理事：吉成亀蔵

卒後教育講座

平成22年1月30El吐）2演題の発表と法令の勉強会、

線量計の実習を予定している。
・2地区　理事：小野光也

平成21年10月24日出婿協医科大学病院にて幹事会を

開催。

卒後教育講座

日時：平成22年1月30日仕）

場所：猫協医科大学病院

内容．RSNA2（氾9（第95回北米放射線学会）速報

メーカー4社による発表を予定している。
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・シーメンス旭メデイテック㈱

・東芝メディカルシステムズ（槻

・コニカミノルタヘルスケア㈱

・GEヘルスケア・ジャパン（輔

・3地区　理事：大築偵一　欠席のため理事福田敏

幸より報告。

平成21年11月11日挑）栃木県宇都宮済生会病院にて開

催を予定していたが、新型インフルエンザ、季節性

インフルエンザの蔓延により、無期延期とした。

・4地区　理事：島田智彰

平成21年11月12日（オ⇒安足地区公衆衛生大会（栃木県

安足健康福祉センター）に参加。

卒後教育講座

日時．平成21年12月5日仕）

14時30分受付15時間会

場所　佐野厚生総合病院　講韮室2

内容　会員による意見・情報交換を目的とした座談会

7‾－マ

1MRI乳腺撮像の実際

座　　長　足利赤十字病院　　中豊　智之

パネラー　足利赤十字病院　　早乙女加苗

佐野厚生総合病院　旧中　潤子

佐野市民病院　　　長沢　雅史

2　CT撮影の疑問に答えて

（アンケート調査を中心に）

座　　長　足利赤十字病院　　久保田健夫
・5地区　理事：日向野勇

卒後教育講座

平成22年2月51≡】㈲18時より「病院と検査」につい

て病院と患者さんとのトラブルに対応している自治

医科大学病院の方の講演と、エーザイ株式会社によ

る造影剤のガイドラインについての講演を予定して

いる。

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9号議案

議長：茂木常男　その他報告事項等について資料

に基づき報告する。

1．北関東地域役員会等の報告

平成21年9月25日（封14時から16時まで東武ホテルレバ

ント東京の会議室で開催され野澤副会長と出席した。

報告事項は資料のとおりであるが強調したいのは各

県放射線技師会報告のところ、群馬県放射線技師会

より平成22年度関東甲信越放射線技師学術大会を平

成22年10月9日、10日の2日間前橋テレサを会場で

開催。実行委員長は町田副会長。特別講演はシカゴ

大学（現群馬県立健康科学大学学長）の土井邦雄先

生と群馬大学の重粒子線治療の公開講座を予定。大

会テーマは「未来を見据えた放射線技師」副題とし

て一継続と改善一である。

各県放射線技師会報告4．（1）の茨城県立医療大学の

ところ東京医科大学に訂正願いたい。

議題として

①地方技師会と日本放射線技師会との連携は継続審

議、地方技師会の活動を活発にとのこと。

②各県公益社団法人格取得への進捗状況報告におい

て本県の内容を報告した。

（∋日本放射線技師会政治連盟支部創設に関して、茨

城県支部だけは理事にて構成したとの報告があっ

た。他県は本県を含め検討中。

16時より関東甲信越放射線技師学術大会の役員会が

行われた。

新たに関東甲信越放射線技師学術大会逆用規定が作

成され、内容は資料のとおりである。その後、意見

交換会へ出席、翌日日本放射線技師会北村善明会長

との懇談会に出席した。

2第5回理事会開催l≡】の変更について

第5回三役会を平成22年1月29日軸と予定していた

が、総会資料等の印刷が間に合わないため平成22年

1月22日（金に変更する。

第5回理事会を平成22年2月19日佳）から平成22年2

月4日榊に変更。

第5回理事会会場は未完である。臨時理事会を平成

22年2月19日捻）に予定している。

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。

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、満場一致にて承認されたことを

確認した。

議長は、本日の平成21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。

議長：茂木常男　閉会を宣し、午後8時40分散会

した。
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日　時：平成22年2月4日捻）午後6時30分　　場　所：栃木県育年会館コンセーレ　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、′J、野光也、大築慎一、島田智彰 

日向野勇、寺島洋一、福田敏幸、小黒　清 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

欠席者：なし 

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

諾：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野澤幸二、理事牧畠正道、古記

に理事馴句野勇が選任された。第9号試案　役員改

選は最後の議案と提案された。

第1号議案　平成21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21年度第4回理事会議事録

の承認を求める。

理事：小野光也　第8号議案　2地区報告のフジ

フイルムメディカル㈱をGEヘルスジャパンに訂正

願いたい。

議長は平成21年度第4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。

議長：茂木常男　第4回理事会以降の動きを資料

に基づき報告する。

12／5　第4地区卒ご教育講座（佐野厚生総合病院）

消化管投影研究会（鬼怒ケ丘クリニック）

12／12　公益法人取得委員会（本会事務所）〈神

山、野澤、牧島、金lIl、福田〉

12／14　栃木県放射線技師会22・23年度役員立候補受

付公示

12／17　公益法人に係る特別相談会（栃木県庁）

〈神山、牧島、金臥福田〉

1／7　公益法人に係る特別相談会（栃木県庁）

〈神山、牧島、金田、福田〉

1／12　あすた－とvol．23発行

1／21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〉

1／22　第5回3役会・公益法人取得委員会（栃木県

済生会宇都宮病院）〈会長、神山、野澤、

牧島、金臥福田〉

1／30　第2地区卒後教育講座（濁協医科大学病院）

2／4　第5回理事会

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jtた。

第2号議案　第3回卒後教育講座・第5回栃木県

放射繚技師会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回牛後

教育講座・第5回栃木県放射線技師会学術研究発表

会の進捗状況を資料に基づき報告する。

第3回卒後教育講座

目時二平成22年3月14日（日）

午前9時30分受付10時開演

場所　国際医療福祉大学　0棟　講義室

栃木県大田原市北金丸2600－1

会費　500円　学生　無料

受付　財務部

進行係　学術部

昼食　飲み物付き500円〔60食予約〕

演題数12演題

議長：茂木常男　昼食が500円となっているが大

丈夫か。

理事：樋口清孝　500円の弁当が会員の皆様に満

足いくものかわからない。

議長：茂木常男　飲み物付きで800円ぐらいにし

てはどうか。

理事：樋口清孝　了解した。

議長：茂木常男　役割分担はできているか。

理事：柳沢三二朗　まだ決定していないが、メー

ルにてお知らせする。
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理事：吉成亀蔵　学術研究発表会の演者の変更の

可能性があるので抄録の変更をお願いしたい。

理事：柳沢三二朗　決定していなければ抄録変更

の必要はない。ポイントは付くのか。

議長：茂木常男　参加ポイントが取得できる。

理事：金田幹雄　県技師会が開催する研修会・講

演は社会貢献ポイントで参加ポイントのみである。

卒後教育講座

特別講演　技師教育制度の現状と問題点

講　　師　国際医療福祉大学

放射線・情報科学科

学科長教授　佐々木　幡　先生

日　　時．平成22年3月14日（日）午後2時

場　　所　国際医療福祉大学　0棟　講義室

栃木県大田原市北金丸2600ー1

議長：茂木常男　謝礼は交通費込みの3万円でよ

いか。

理事：柳沢三二朗　規定どおり3万円とする。下

見は私と樋口理事で行う。

議長は、この議案について試場に諮ったところ、

満場一致で承認された。

第3号議案　社団法人栃木県放射線技師会第81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

81回定期総会について資料に基づき報告する。

日時　平成22年3月14日（日）

13時受付13時30分間会

場所　国際医療福祉大学　0棟　講義室

栃木県大田原市北金丸2600－1

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●理事福田敏幸

総会次第と担当役員

総合司会　理事大築慎一

1開会の挨拶　副会長神山辰彦

2．会長挨拶．会長茂木常男

3総会運営委員会報告

総会運営委員会　委員長　理事島田智彰

委員．1地区　理事吉成亀蔵（大田原赤十字病院）

2地区　理事小野光也（上都賀総合病院）

3地区　理事大築慎一摘木銅生会手篭脂病院）

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議長選出．理事小異　清

5古記並びに議事録著名人選出

古記　理事福田敏幸

議事録著名人　理事野揮幸二、理事牧島正道

6議事　第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

第6号議案

平成22年度事業計画（案）

平成22年度予算番（案）

平成22年度スローガン（案）

公益法人移行承認について

その他

役員改選選挙

7閉会の挨拶　副会長野澤幸二

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4号議案　平成22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22年度予

算古（案）について資料に基づき提案する。

平成22年度事業計画（案）に基づき作成した。会員

数が昨年度と同じ、賛助会員が1社減るため、その

分会費収入を減額した。支出は各部長より予算を提

出していただき昨年度実績を参考に配分した。4月

に事務所の移転があるため事務費を増額した。マン

モ研究会・消化管撮影研究会の予算を増額する。

基金積立支出を減額したが、繰越金があれば積み立

てることとする。

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5号議案　平成22年度スローガン（案）について

議長：茂木常男　平成22年度スローガンを「県民

が求める知識と技術を習得しよう」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。

第6号議案　平成22年度第1回卒後教育講座開催に

ついて

日時　平成22年6月12日出

場所．ニューサンピア栃木

栃木県鹿沼市栃窪1255

議長：茂木常男　来年度の第1回卒後教育講座と

栃木県放射線技師会第82回定期総会は同日開催とす

ることに三役会謡で協議した。日曜日に総会日とす
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ると会員の参加が例年少ない　表彰式に本人の参加

がない等の理由により、土曜日の開催に決定した。

懇親会は開催する。

理事：福田敏幸　日曜日に稔会を開催しないと、

宿泊費が支給されなくなるが問題はないか。

理事：小黒　清　宿泊費の支給はなくなるが絵会

の参加者を増やすという理由であれば、賛成する。

理事：福田敏幸　4人部屋（6人使用可）10室を

予約している。

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7号議案　平鹿2年度社団法人栃木県放射線技師

会第82回定期総会について

議長：茂木常男　平成22年度社団法人栃木県放射

線技師会第82回定期総会について資料に基づき報告

する。

社団法人栃木県放射線技師会第鑓回定期総会について

日時：平成22年6月12日仕）

場所：ニューサンピア栃木

栃木県鹿沼市栃窪12嶺

議事：第1号議案　平成21年度事業経過報告

第2号議案　平成21年度会計決算報告

第3号議案　平成21年度監査報告

第4号議案　平成21年度その他

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号誌案　平成21年度監査会の開催について

議長：茂木常男　平成21年度監査会の開催の予定

を報告する。

日時：平成22年4月17日出16時

場所：栃木県放射線技師会事務所（栃木会館）

理事：福田敏幸　平成22年4月上旬に事務所の移

転を計画しているが遅れるかもしれない。

したがって、引っ越ししていなければ現在の栄町

別館で行う。

議長：茂木常男　場所が決定したら、監事と三

役、縁務部長、財務部長に連絡する。

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9号議案　役員改選について

議長：茂木常男　本日までに立候補は何名いるか。

理事：福田敏幸　今日現在、理事立候補者が3名

となっている。

議長：茂木常男　会長職を今期限りで退任した

い。後任には副会長神山辰彦を推薦する。

理事：神山辰彦　公益法人取得を事業計画と掲げ

たのは会長自身であるし、自分は公益法人取得委月

として全力で取り組みたい。公益法人取得が軌道に

来るまで会長職の継続をお願いしたい。

議長：茂木常男　新病院開院（足利日赤病院）が

近づき忙しくなる。技師会の活動に迷惑をかけるお

それがある。

理事：福田敏幸　会長の会務をできる限り補佐す

る。理事会の開催を休日にしても良いのではない

か。引き続き会長に競技をお願いしたい。

理事：小黒　清　理事すべてが会長の会務の負担

が軽減するよう協力する。理事会の開催場所や時間

も今後考慮するようにして、ぜひ会長に留任いただ

きたい。

監事：川口敏廊　理事の方々に会長のサポートを

していただきたい。公益法人取得ができるよう再任

原いたい。

議長：茂木常男　立候補締切日までに役員・理事

が定数を満たさない時は　平成22年2月19日鰻沌こ臨

時理事会を開催し、理事会推薦として候補者を推薦

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10号議案　各部・各地区報告

（都会報告）
・事務局

理事：福田敏幸　議長の求めにより資料に基づき

報告する。

〈会員の動静〉

会員総数　473名

第1地区62名、第2地区96名、第3地区154名、

黄4地区65名、第5地区！汚名
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平成22年2月9日福田理事と矢野事務員が共同利用

する施設について関係団体との会議に出席する。

内容は共同施設の分担金（電気代∵ガス代）栃木会

館協議会の会費・防火管理者の選出等である。

厚生労働大臣賞について本会より佐藤昌男氏（栃木

県済生会宇都宮病院）を推薦していたが、このたび

受賞が決定した。平成22年3月2日に束京で授賞式

があり、本人出席予定である。
・総務部

総務部長：放鳥正道　議長の求めにより公益法人

取得委員会活動報告をする。

12月17日、1月7日　公益法人に係る特別相談会を

栃木県庁にて県担当者と協議した。

今後、定款・諸規定の作成をする。現在の事業内容

で認可されるか不明である。学術団体で公益法人を

取得した団体はないが、公益法人取得を目標とす

る。

理事：神山辰彦　公益法人を取得するには会員の

同意が必要である。

議長：茂木常男　公益法人取得の趣旨を総会資料

に掲載して総会で承認を得る。

理事：小黒　清　公益法人格を取得できたとき、

会員と非会員の差別化はできるか。

理事：福田敏幸　会員を優遇する方法を考えない

と技師会の存続に関わる。

・財務部

財務部長：金田幹雄　議長の求めにより、会費納

入状況を資料に基づき報告する。

正会員473名中会費未納者は21名とあるが、2名は

納入された。21年度会費末納入者には2月中に再度

督促状（振込用紙なし）の通知をする。賛助会員の

未納はコニカミノルタ、GEヘルスジャパンであ

る。職場で未納者がおりましたら、納入するように

勧めてほしい。

理事：神山辰彦　当院には3名の未納者がいる。

病欠、産休の理由だが会費免除の方法はないか。

理事：金田幹雄　病欠、産休に会費免除の規定が

ないが、明確な回答はできない。

・学術部

学術部長：柳沢三二朗　議長の求めにより報告す

る。

総合学術大会の電子ポスターによる口述演題発表と

あるが、発表の方法が理解できないとの質問があっ

た。電子ポスターによる口述演題発表とはどのよう

な形式なのか教えてほしい。

理事：福田敏幸　ポスター発表のようにブースご

とにPCを使用してモニタにスライドを映して発表

する形式だと思うが。

議長：茂木常男　発表形式については日放技に確

認する。2月26［lに開催される栃木ラジオロジーに

日放技のポイントが取得できるようになった。当日

理事金田幹雄が出席できないため、受付が不在にな

る。受付の係を当日出席する学術部の理事が担当で

きないか。

理事：神山辰彦　宇都宮近郊に勤務している方に

お願いしたい。

理事：福田敏幸　受け付けのPCは理事大築慎一

が準備する。

議長：茂木常男　参加する会員に技師格カードを

持参するよう広報してほしい。

理事：金田幹雄　今後、県技師会がポイント申請

をすれば認められる。最終的に研修内容を日放技に

報告し審査がある。
・広報部

広報部長：樋口清孝　議長の求めにより報告す

る。

平成22年3月1日、第5回栃木県放射線技師会学術

研究発表会の抄録〔会長挨拶、広告も含む〕を発行

する。発行部数は500部を予定しているがよいか。

議長：茂木常男　500部発行とする。
・組織部

組織部長：楯嶋克彦　特別なし。
・企画部

企画部長：小黒　清　検査とはというテーマで新

しいパネルを16枚（Alサイズ）作成した。第27回

日本核医学技術関東地方会が栃木県総合文化セン

ターで平成22年5月14日蛙ト5月15日仕）開催され、

第1ギャラリーにて放射線展を共催で開催する。内

容はパネル〔30枚～40枚〕、WS〔4メーカー〕の

展示・乳房検診のPRカー〔東芝〕・MR、CTの

検査内容のビデオ放映等である。

理事：福田敏幸　放射線機器の写真等のパネル掲

載について、メーカーより許可はいただいている

か。

企画部長：小黒　活　放射展開催までに各メー

カーに写真等の使用許可をいただくが、公益性があ

れば問題ないとの見解をメーカーよりいただいてい

る。症例写真はプライバシー保護の観点から個人を

特定できるような写真の使用は認められない。技師

会から準備と説明員として2・3名の出席を予定し
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ている。

・地域医療対策部

地域医療対策部長‘清田　宏　特別なし
・女性部

女性部長：武藤美子　アンケートをホームページ

に掲載した。22年度はマンモグラフイの研修会を2

1可開催したい。内容はマンモグラフイの読影〔東

京・埼玉医療画像有効利用委員〕とエコーとした

い。

（各地区理事活動報告）
・第1地区　理事吉成私蔵

日時●平成22年1月30日仕）

場所　那須スポーツパーク

講演1　医療事故と私

講　師　国際医療福祉大学　准教授　土屋　仁

講演2：当院におけるAIの運用

講　師　大田原赤十字病院　中野　繁明

講演3：線義渕完器を使いこなそう一測定原理と測定方法

講　師　㈱千代田テクノルアイソトープ事業部

浅見　文克

参加人数は40名（会員25名・学生15名）

・第2地区　理事小野光也

日時　平成22年1月301‡】仕）14時30分～

場所　凋協医科大学病院　3階大会議室

内容●RSNA2009（第95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㈱

・束芝メディカルシステムズ㈱

・コニカミノルタヘルスケア㈱

・GEヘルスジャパン㈱

講演終了後、独協医科大学病院施設見学会を閲催

した。

参加人数は40名

・第3地区　理事大築慎一　インフルエンザの影響

のため、無期延期となった。

・第4地区　理事島田智彰

日時　平成21年12月5日仕）

場所　佐野厚生総合病院

1MR乳腺掠像の実際

座　　長　ロー1室　智之

パネラー　長沢　雅史

田中　潤子

早乙女加苗

14時30分～

講義室2

足利赤十字病院

佐野市民病院

佐野厚生総合病院

足利赤十字病院

2．CT撮影の疑問に答えて

〔アンケート調査を中心に〕

パネラー　柏木　　賛　佐野市民病院

江原　信隆　佐野厚生総合病院

久保田健夫　足利赤十字病院

参加人数は26名

・第5地区　理事日向野勇

日時　平成22年2月5日捻）18時30分

場所　自治医科大学付属病院　臨床教室Ⅰ

講演1　病院と警察

講　師一自治医科大学経営管理課主査

黒崎　照世

講演2：造影剤の適正使用ガイドラインについて

講　師：エーザイ（槻　古内　慶大

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　その他〔報告事項〕

議長：茂木常男　日本放射線技師会役員選挙日程

を資料に基づき報告する。

平成22年度・23年度日本放射線技師会役員選挙日程

平成22年2月1日出　役員選挙告示〔会誌2月号・

北開束より2名選出〕

平成22年3月4日（ボ17時　立候補締め切り

平成22年3月6日出　選挙管理委員会

平成22年5月1日（月）役員立候補公示（会誌5月号）

平成22年6月5日（月）総会　役員選挙

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、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。

議長は、本日の平成21年度第5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。

議長：茂木常男　閉会を互し、午後21時20分散会

した。
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弔議酌軸哀話㊨園　竃寄金も寄金髄的

日　時：平成22年2月19日蝕　午後6時30分　　場　所：栃木県済生会宇都宮柄院　会議室 

出席者：（理事）茂木常男、神山辰彦、野澤幸二、福田敏幸、牧島正道、柳沢三二朗、柏崎克彦 

樋口清孝、小異　清、吉成亀蔵、小野光也、大築慎一、島田智彰、寺島洋一 

（監事）川仁目安郎、若林思恭 

欠席者＝（理事）金田幹雄、清田　宏、日向野勇、武藤美子 

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、古記並びに議事録著

名人の選任方法を諮ったところ、満場一致をもって

古記に理事福田敏幸、議事録著名人に理事野澤幸

二、理事牧島正道が選任された。

第1号議案　会長報告

議長：茂木常男　第5回理事会以降の動きについ

て報告する。

平成22年2月13日出13時より前橋テルサの会議室で

開催された。

報告事項として、

1平成21年度第3回日本放射線技師会理事会が平成

21年10月3日仕）に開催され、

（1）平成19年度総会にて多額の経費を使用して定款を

改正したが、内閣府から出された移行認定のための

定款案を見て、この定款では無理と判断した。その

ために、定款・諸規定見直し委員会を発足し検討し

た結果たたき台ができあがった。

（2）会員数が29，262名と3万人を割ってしまった。

（3）9月20Elに開催された国際認定試験のCT、MR

I、RI受験者が少ないことが今後の課題である。

生涯学習の見直しが必要か。

（4）地方放射線技師会との連携なしで活性化できな

い。定款に明記する。

（5）東京学術大会について、「東京国際フォーラムと

いう高額な会場使用料を考慮すると、会費5．000円

でよいか」。との質問に対して、平成22年度予算

案で組み込む。準備金として今回のみ1，200万円あ

る。発表形式は電子ポスターとし、口述発表はなし

とのことであった。（会場費が掛かるためかフ）

（6）会誌・NelWOrk Nowの定価は、公益社団法人移

行に伴い収益事業になるため定価をはずす。

2　平成21年度臨時理事会が平成21年11月6日に開催

された。公益法人申請の取り組みについて、公益法

人を目指す意識向上のために大光監査法人理事長亀

岡保夫さんから「なぜ特例民法法人が新公益法人認

定を目指すのか」と題して講演があった。

埼玉県技師会′J、川会長の報告より

（1）公益法人申請は難しくもなく十分可能であり、2

階の特例民法法人から1階の一般法人へ降りるので

はなく、2階の公益法人を目指してほしい。

（2）この公益を目指す社団法人が少なくなることは、

本意ではなく、「難しい、無理だ」という意識を払

拭したい。Q＆Aが常に変更されてきているので確

認してほしい。このまま2階へ行けるのにあきらめ

てしまったら、何のための公益認定制度なのかに

なってしまう。

3平成21年度臨時理事会が平成22年1月11日に開催

された。

内部留保に関して厚生労働省に返書を届ける必要

があり、理事会を通してから提出が求められたので

理事会を開催した。

（1）内部留保について

特例民法法人の内部留保の水準については「公益

法人の設立許可及び指導監督基準」および「公益法

人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」により

「内部留保」について、一事業年度における事業

費、管理費および当該法人が実施する事業に不可欠

な固定資産取得費（資産運用等のための支出は含め

ない）の合計額の30％程度が望ましいとされてい

る。内部留保率が102％である。会費前納について

厚生労働省は何とか認めてくれたが、総務省ではだ

めとhLされた。厚生労働省では会費前納は内部保留

ではなく預かり金として大丈夫と言われたが、総務

省は何に使うか判らない預かり金は預かり金にはな

らない。事業に使うと言ったがだめであった。前年

度納入を変えていかなければならない。

4平成21年度臨時理事会が平成22年2月6日出に開
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催された。

定款・諸規程の方針と次年度事業計画を決めて作業

を進める。

（1）公益認定委員会事務局と面談した。

会費納入は、地方技師会会費も一連の位置付けで規

則に明示すれば一緒に徴収しても良い。

定款は、公益自的を前面に出して公益性を明示する。

学術研究は、評価されるので予算付けで配慮する。

内部留保について移行法人から公益法人となった場

合、次年度会費は遊休財産としない。

地域学術大会も日本放射線技師会主催行事として扱

う。

（2）診療放射線技師法第26条の適正な逆用に関する要望

集団検診の際、技師法26条の医師の立会いについて

の適用緩和要望を厚労省に提出した。

（3）定款（案）について

基本的には定款改正の作成ガイドラインに依って作

成した。

会員資格に地方技師会に所属することを明示した。

総会開催を年2回にした。事業開始前に役員や予算

を決めたほうが円滑に進むため。

（4）鹿児島学術大会の決算について50万円ほどの異字

であったが、会計報告に経費をプラスして報告書を

再提出してもらうことになった。

5．平成21年度生涯学習セミナー「X線CT検査」開

催報告

平成22年1月17日埼玉県済生会川口総合病院で開催

された。

申込者数99名、受講者数92名、修了者数90名であっ

た。栃木県は会員7名、非会員1名の参加があっ

た。講習内容は2日間で実施していた内容を1日で

の実施であったために、駆け足講習であった。

6．平成22年度開架甲信越地域放射線技師学術大会準

備報告

平成22年10月9日、10日前橋テルサを会場に開催さ

れる。

東京で開催された規模の7割を想定する。（70演

題・000名）

2月中にホームページに掲載予定。演題募集期間は

4ケ月。（3月1日～6月30日まで）。インター

ネットからのオンライン登録になる。

東京大会と同じように実行委月を各県から1名出

す。役割としては、会合はなく連絡係となる。

年度が変わった4月に実行委員名を群馬県放射線技

師会へ連絡することとする。

シンポジウムについて

組織の運営・病院経営　～放射線部門を取り巻く現

状と課題～　で実施する。

北関東地域で行うので各県からシンポジストを1

名、6月までに推薦する。

シンポジウムの時間は90分、1人10分の発表でシン

ポジストは6名を予定している。

審議事項として

1．平成22年度生涯学習セミナー「Ⅹ線CT検査」開

催計画について

茨城県と新潟県が実施することになった。

2平成22　23年度日本放射線技師会地域選出理事に

ついて

北関東地域理事に埼玉県放射線技師会小川会長、理

事に新潟県放射線技師会本望会長が決完した。

3各県公益社団法人格取得への進捗状況

埼玉県は平成22年に、茨城県は平成23年に申請す

る。新潟県は総会で一般社団か公益社団かを審議す

る。群馬県は県の指導にて混乱状態である。

平成22年度第1回役員会は平成22年5月15日出大宮

で開催する。

平成22年度第2回役員会は平成22年10月8日蛙）前橋

テルサの会議室で開催し、南北合同の役員会も同時

に開催する。

第2号議案　平成22・23年度　役員選挙による立候

補者・推薦立候補者の確認と理事会推

薦（会長推薦）について

議長：茂木常男　平成22年2月15日に役員選挙の

立候補を締め切ったが、立候補者が定員に遥してい

ないため、本日の理事会において理事会推薦で候補

者を推薦したい。まず、会長候補者について、立候

補者がいないためここで理事会推薦立候補者を決め

たい。自分は職場の新築移転を間近に控えており、

お引き受けするのが難しい状況である。これは足利

日赤のみならず、足利市としての一大イベントなの

で職場を預かる長として、必ず成功させなければな

らない。申し訳ないが両副会長のどちらかに会長を

お引き受けいただけないか。

理事：神山辰彦　当院では、現在の技師長が今年

度で退職となり技師長が交代となる。放射線部長お

よび新技師長に会長就任についてお願いに上がった

が、技師長交代で忙しい時期でもあるので可能であ
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れば、ほかの方に会長をお願いしていただきたいと

言われている。

理事：野澤幸二　自分も現職に留まらせていただ

きたい。

理事：福田敏幸　このままでは堂々めぐりなの

で、会長、副会長で何とか結論を出していただけな

いか。

理事．神山辰彦　茂木会長とは何度も電話で話し

合った。病院移転という大事業を技師会が邪魔をし

てはいけないと思う。お忙しいとは思うが、茂木会

長が副会長として会に残ってくだきり、会長の補佐

をしていただけるなら私がお引き受けしてもよい。

議長：茂木常男　神LL偏り会長にお引き受けいただ

けるなら、自分が副会長を引き受けてもよい。

議長は、来期の執行部体制について議場に諮った

ところ、会長に神LL偏り会長、副会長に茂木会長、野

澤副会長との案で意見が一致した。

理事：神山辰彦　理事の皆さんの総意ということ

であり、現在副会長という責任もあるので再度職場

に持ち帰り事情を説明して問題なければ会長をお受

けすることにしたいので、皆さんの協力をお願いし

たい。

議長：茂木常男　理事・監事については、定数ど

おりの立候補者と推薦立候補者がそろったので総会

において承認を得たい。

議長は、理事会における推薦立候補者を確認し議

場に諮ったところ、推薦された立候補者を満場一致

で理事会推薦者とすることに決した。

第3号議案　その他

理事：福田敏幸　現在栄町別館にある本会事務所

の栃木会館201会議室への移転・引っ越しについて

入居者団体打合せ会誌が2月9日に栃木県福祉会館

会議室にて開催され、事務の矢野さんと出席してき

たので、取り決め事項等について報告する。

栃木会館201会議室への入居団体は、栃木県クリー

ニング業生活衛生同業組合、栃木県薬事協同組合、

鬼怒川中部土地改良区連合、㈱栃木県産業環境管理

協会、㈱栃木県食品衛生協会と本会の合計6団体で

ある。現在の栄町別館から㈱栃木県産業環境管理協

会が一緒に引っ越すことになる。また、暴力追放県

民センターが同会館の別室に引っ越す。

打合せの主な決定事項については次のとおりであ

る。

1共有スペース（給湯室兼会議室）の利用について
・共有スペースは会議室として利用

・ガス湯沸かし器のガス料金は均等割で負担する

・事務局は入居団体代表者の事務所

2電気料金について
・事務所設置の機器類の電気料金は管理費に含まれ

る（個別のメーターはつけない）

・別設置のエアコンは峻別使用しない（通常の空調

で充分ではとのこと。以前この会議室でレセプトを

医師が行っていたため、特別に別の空調を設置した

経緯があるとのこと）

3警備の加入
・年間約15万円（面積割での負担とする　技師会

21，000円／年）

4．栃木会館協議会への加入

・年会費2万11（加入団体数均等剖　技師会負担

3，340円／年）

5．防火管理者の選出
・現在誰も資格者がいない。資格取得には有料で2

日間の講習が必要（福田が資格あり。常勤でなくて

もよいのなら引き受ける）

6．廊下の清掃（過1回管理費に含まれる）

7　照明灯の負担（面積割りで負担．技師会2．800円／

年）

8．管理規約の作成　入居後に作成する

以上が主な打合せ事項であるが、本会の年間経費負

担額は、合計で27，140円／年＋家賃約260，000円＋ガ

ス代となり、年間30万円程度となる見込み。

また、入居団体のとりまとめを行う上で幹事を選出

し、初年度の幹事団体は食品衛生協会さんにお願い

することに決完した。幹事は1年交替で各団体が担

当することになった。（2年日以降の順番は未完）

引っ越しについては、栄町別館入居団体の㈱産業環

境管理協会と共同で引っ越すこととし、事務所の規

模が同程度なので、費用は2団体で割り勘とするこ

とにした。

引っ越しの日にちは4月24日比）で調整中。（産業環

境さんが佐川急便に見積り中）大まかな荷造りは事

務員の矢野さんにお願いし、引っ越し当日は、業者

が荷物を運んでくれるので、矢野さんのほかに3～

4名手伝いをお願いできれば問題ないと思うので、

協力をお願いしたい。
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議長は、この報告の事項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、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。

議長は、本日の平成21年度第6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。

議長：茂木常男　閉会を宣し、午後8時25分散会

した。

4／刀　第1回三役会および公益法人格取得委貞会

（栃木県済生会宇都宮病院）

〈会長・茂木・野澤・福田・金田・牧島〉

4／24　事務所引越し（栄町別館より栃木会館へ）

〈会長・川口・福田・牧島・矢野〉

5／6　事務所移転登記申請

（宇都宮法務局）〈福田〉

5／7　第1回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

5／10　あすた－とVol．24発行

5／14、15　放射線展（栃木県総合文化センター）

〈小黒・金田・黒川〉

5／31公益法人格取得に関し、税理士との相談会

（宇都宮市文化会館）〈会長・福田∴金田〉

6／5　日本放射線技師会第68回定期絵会

（科学技術サイエンスホール）〈会長・福田〉

6／5　第3回マンモグラフイ研究会

（栃木県済生会宇都宮病院）

6／10　放射線パネル展（チャリティーコンサート

2010in栃木）（栃木県総合文化センター）〈野澤・

小黒・柏崎・金田・玉木〉

6／12　第1回卒後教育講座・第82回総会、勤続

20・35年功労表彰、全地区役員会

（ニューサンピア栃木）

6／14　第5回ラジオロジーアセスメントセミナー

（ホテル東日本宇都宮）

6／20　赤羽泉元会長旭日双光章受章祝賀会

（栃木市）

6／21栃木県がん集検協議会理事会

（栃木県立がんセンター）〈会長〉
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