
⑳　御国剋弘武揚遁融鰯寵緬義治離

日　　時：平成23年3月13日伯）午前11時30分 

場　　所：凋協医科大学病院　関湊記念ホール〈下都賀郡壬生町北小林880〉 

総会員数：471名 

出席会員数：294名（内訳：本人出席者39名、委任状出席者213名、書面表決出席者42名） 

開会の経過

完刻に至り、副会長茂木常男が開会を宣する。

会長神山辰彦より開会挨拶の後、司会者より総会

道営委員会に報告を求める。

総会運営委員長，大簗慎一　平成23年3月13日

（口）、午前11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39名、委

任状による出席者数213名、古面表決による出席者数

42名となっている。したがって有効出席者数は294名

で本会定款24条の「総会は正会員の2分の1以上の

出席がなければ開会することが出来ない」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、議長に上都賀総合病院　遠藤奈美、書記に

浦生会宇都宮病院　福田敏幸、議事録著名人に県立

がんセンター　野澤幸二、牧島正道が選出される。

議長：遠藤奈美　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：遠藤奈美　第1号試案平成23年度事業計画

（案）、並びに第2号議案平成23年度予算王手（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：遠藤奈美　まず、執行部より平成23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23年度事業計画（案）

会長：神山辰彦　議長の求めにより総括を資料に

基づき提案する。

本会の活動は、「継続は力なり」を基本に諸事業

を継続してきた。平成23年度も諸事業を継続し、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）の検診受診率の目標を50％としてい

る。このがん対策において、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、診療放射線技師である。そのためには医

療技術の向上、自己資質の向上などにつながるため

の生涯学習教育を計画・立案し、人間性の滴義にも

努めていく。特に卒後教育講座の充実を図り、放射

線技師会でしかできない講座の内容を考えていく必

要性がある。

卒後教育講座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

新できるようにする。会員の放射線業務の質の向上

と医療技術の発展に努める目的で、第7匝l学術研究

発表会を会員の協力のもと、平成24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、本会ホーム

ページの充実を図るとともに、公開講座（第2回卒

後教育講座）、放射線パネル展を開催し、「放射線

検査の紹介」「医療被ばくの不安解消」「画像診断

の重要性」「最新画像診断機器」などを県民に啓発

し、医療における放射線技師の役割及び医療放射線

を正しく理解していただけるように努める。

本会は、公益に関する事業を行う「公益社団法人

格取得」を目指すと平成22年度総会にて承認され

た。会員の資質と技能の向上が県民の医療と保健の

維持発展に寄与することにつながることから、各地区

の活動を活性化する必要がある。そのためには、地区

研修会は年1回以上開催し、参加者の増員に努め活

発な意見交換を行い、画像診断に関する読影技術及

び知識の向上を図るとともに、医療放射線の適正利用

を推進する。また、日本放射線技師会、北関東地域放

射線技師会、関連団体、行政機関等との交流と協力

を図り、連携して事業を行い、情報の共有を図る。

公益法人格取得委員会を適時開催し、県との相談を

経て、公益社団法人格取得の申請そして認定を酎旨す。
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医療情報や卒後教育講座の開催案内等は、年1回

発行の会誌、年3回発行の情報誌「あすた－と」及

び本会ホームページから収集できるようになってい

るが、よりタイムリーな情報提供の手段として本会

のメーリングリストを活用していくこととし、会員

のメーリングリスト登録を推進する。各事業計画の

詳細については、資料を参照していただきたい。

議長：遠藤奈美　次に平成23年度予算昔（案）の

説明を執行部よりお願いしたい。

第2号議案　平成23年度予算書（案）

理事：金田幹雄　神山会長に代わり平成23年度予

算苦（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。

まず収入の部について、会費収入の正会員収入

は、昨年12月末時点の会員数474名に新入会者を20

名と見種もったが、会員数が昨年度と同じであった

ため今年度と同額となった。賛助会員は1社減で

3万円の減である。

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。また、今年度より日放技より業

務委託料がもらえるようになり、収入に加えた。

結果、当期収入合計で、昨年度よりも26万5千

円減の719万1千円となった。繰越金を40万円と見

積もり、収入合計で前年度より16万5千円減の759

万1千円とした。

支出の部については、管理費は21年度、22年度実

縞をもとに予算配分した。今年度は、昨年事務所の

引越しにより増額した事務所賃貸費支出を例年通り

の金額に戻した。

事業費は、23年度事業計画（案）に基づき、か

つ、22年度の実損を踏まえて予算配分した。

研究助成費支出はマンモグラフイ研究会と消化管

研究会にそれぞれ10万円ずつとした。

放射線展用の新たなパネルの作成のため、広報事

業支出の事業費を増額した。

関東地域学術大会の準備に、組織対策事業費支出

の旅型を若干増額した。

基金租立支出は、今年度同様2万円の予算とした。

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

諮ったが特に鯉かった。

議長は第1号試案について採決を行った。

結果、背面表決者42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、書面表決者42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。

次に試長は第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23年度スローガン（案）

議長：遠藤奈美　資料に基づき平成23年度スロー

ガン（案）「公益法人格を取得しよう」を読み上げる。

議長：遠藤奈美　この試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、書

面表決者42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jtた。

次に第3号試案の（案）を削除するよう指示をした。

第4号議案　会費納入規程の改正について

会長：神山辰彦　議長の求めにより、提案理由に

ついて説明する。

栃木県放射線技師会　会費納入規程　第4粂会員

は当該年度の4月1日までに規定の会費を納入しなけ

ればならない。を、第4粂会員は当該年度の9月30日ま

でに規定の会費を納入しなければならない。と改正し

たい。この改正は、日本放射線技師会の会費納入規程

の変更に伴い、本会の会費納入規程の会費納入期限と

の整合を持たせたいと言うことでご理解頂きたい。

議長は第4号試案について採決を行ったところ、

苫面表決者42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。

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

に無かった。

誌長は、本日の議案が全て承認されたことを確認

し、第83回総会における議案が全て議決完了したこ

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12時13分

に散会した。
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日　時：平成22年5月7日（会）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）神山辰彦、茂木常男、野揮幸二、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、柏崎克彦 

柳沢三二朗、樋口清孝、′J、異　清、清田　宏、遠藤奈美、松田悟志、黒川元哨 

高杉任仲、寺島洋一、吉成亀蔵 

（監事）川仁腰部、若林忠恭 

欠席者：（理事）大築慎一 

開会の経過

定刻に至り、会長　神山辰彦　開会を宣する。

会長：神山辰彦　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　野滞幸二、理事　牧島正

道、一出：記に理事　吉成亀蔵が選任された。

第1号議案　平成21年度第5回理事会議事諒及び第

6回理事会議事録の承認並びに会長報告

議長：神山辰彦　平成21年度第5回理事会議事録

及び第6回理事会議事録の承認を求める。

＜第5回理事会議事録についての訂正＞

・GEヘルスジャパン

→GEヘルスケアジャパン　へ訂正

・12月5日　第4地区卒ご教育講座

→12月5日　第4地区卒後教育講座　に訂正

・1月22日　茂木常男　神山辰彦　野澤幸二

→茂木常男、神山辰彦、野澤幸二　に訂正

・学科長教授→学科長　教授　に訂正

・公益法人取得→公益法人格取得　に訂正

・コニカミノタ→コニカミノルタ　に訂正

・技師格カードを持参するようの広報して

→技師格カードを持参するように広報して

に訂正

・検査とはいうテーマ

→「検査とは」というテーマ　に訂正

・日本核医学技術大会

→日本核医学技術学会　に訂正

・放射展開催→放射線展開催　に訂正

＜第6回理事会議事録についての訂正＞

・年の訂正（平成21年→平成22年）

・7割を想定します。→7割を想完する。に訂正

・北開‾東地域で行いますので

→北関東地域で行うので　に訂正

議長は21年度第5回理事会議事録、第6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。

議長二神山辰彦　3月14日定期総会以降の動きを

資料にもとづき報告する。

4月3日仕）国際医療福祉大学入学式（会長出席）

4月17日仕）監査会（本会事務所）

川口監事・若林監事・茂木副会長・野澤副会長・

福田常務理事・金柑理事・放鳥理事

4月17日吐）日本放射線技師会　会長会議

（会長出席）

4月23日（金三役会・公益法人格収得委員会

（済生会宇都宮病院）

4月24日比）事務所引越し（栄町別館より栃木会館へ）

〈神山会長∵川口監事・福田常務理事・牧島理

事・矢野事務員〉

第2号議案　平成21年度事業経過報告について

別紙資朋

訂正差替え

3、財務部報告

1）今年度は会費の早期完了を目指し努力した結

果、会費納入締切の4月1日までの会費納入率状

況は正会員718％（331名）で昨年度の59．4％（275

名）を大幅に上まった。

平成21年11月25日時点では、正会員935％（444

名）賛助会員87．5％（14社）広告料895％（17社）

であった。

2）平成21年度決算報告雷は別紙報告とする。

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3号議案　平成21年度会計決算報告について

（金田財務部長）
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∃精l局6∃告

別紙資料
・支出の部よりコピー機の購入費として一般会計よ

り基金積立に367．855円を繰り入れた。

・正味財産増減計算書より21年度は20年度よりも収

入、支出ともに減少している。

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4号議案　平成21年度　監査報告（監事）

4月17日吐）栄町本会事務所にて監査会を実施

会務その他、会計音類等を厳密に監査した結果問題

なく行われていたことを報告する。

監事．川口俊郎、若林忠恭

第5号議案　社団法人栃木県放射線技師会第82回定

期総会開催について
・日時　平成22年6月12日比）

第1回卒後教育講座終了後17・00～

・場所　ニューサンピア栃木

（鹿沼市栃窪1255　電話0289－65－1131）

・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　大築慎一理事

1、開会の挨拶：茂木副会長

2、会長挨拶　神山会長

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　吉成亀蔵理事

1地区　吉成亀蔵（大田原赤十字病院）

2地区　小黒　清（凋協医科大学病院）

3地区　大築慎一（栃木県済生会宇都宮病院）

4地区　高杉佳仲（佐野厚生総合病院）

5地区　寺島洋一（自治医科大学附属病院）

5、議長選出

6、古記並びに議事録著名人選出

苦記

議事録著名人

7、試事

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　その他

8、閉会の挨拶　野揮副会長

（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　6名（栃木県放射線技師会入会順）

佐藤　新一　自治医科大学附属病院

澤　　佳延（槻放技研

伊勢　孝雄　自治医科大学附属病院

若林　忠恭　国際医療福祉大学塩谷病院

高草木　浩　自治医科大学附属病院

稲葉　康夫　下都賀総合病院

20年勤続功労表彰者15名（栃木県放射線技師会入会順）

遠藤　奈美　上都賀総合病院

三原　健二　佐野市民病院

中室　智之　足利赤十字病院

澤井　宣元　佐野厚生総合病院

高杉　佳伸　佐野厚生総合病院

篠原　　淳　濁協医科大学病院

芦峠　道太　自治医科大学附属病院

石川　　勉　藤井脳神経外科病院

小菅　幸一　真岡病院

佐田　　睦　自治医科大学附属病院

春名　克義　自治医科大学附属病院

那須瑞志郎　奥田クリニック

斎藤　　稔　下都賀総合病院

伊勢　晶子　福田記念病院

寺島　洋一　自治医科大学附属病院

記念品は例年通り35年．デジタル電波掛け時計、

20年：デジタル電波目覚まし時計とする。

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22年度第1回卒後教育講座について

理事　柳沢学術部長

日　時．平成22年6月12日仕）

受付14時30分／開会1500～16．45

場　所　ニューサンピア栃木

演　題

「平成22年度診療報酬改定のポイントについて」

第一三共株式会社　医薬営業本部北関東支店

（癌・造影剤・消化器担当）北島　正則先生

「Everyday3T MRI examinationを実現する

VantageTltan3T」

東芝メディカルシステムズ（槻

関東支社営業推進部MR担当　金子　敏伸先生

「最新FPDシステムの最新動向」（MMGを含んだ話）

富士フイルムメディカル㈱　モダリティーソリューション部
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北関東MS支援部　宮野　武晴先生

進行係長：寺島学術副部長

受　付二金田財務部長、黒川理事・訟田理事・

高杉理事、遠藤理事

参加費：会員500円／賛助会員500円

※施設長と会貞宛の通知文書を送付する0

※会員宛の通知にはイベント申請をするため技師格

カードを持参するように明記する0

※講師への謝礼は行わない〇

〇卒後教育講座終了後、恒例の意見交換会を開催する0

日　時：平成22年6月12日出開婁19：00～

場　所：ニューサンピア栃木

受　付‥金田財務部長、書成財務副部長

（総会終了後受付を行う）

参加費：会員会費

（宿泊＋意見交換会）13．0∞円／人

（意見交換会のみ）　　7．000円／人

賛助会員

（宿泊＋意見交換会）13．∝旧円／人

（意見交換会のみ）　13，∝沿円／人

宿泊部屋割：柏崎組織部長

4人／部屋×9部屋　和洋室1部屋　仮予約済み

司会．柏崎組織部長、松田組織副部長
．意見交換会の出欠締切日：5月27日㈹までに技師

会事務所直接申込とする

2／15　平成22年・23年度栃木県放射線技師会役員

立候補締切

2／19　監時理事会　（栃木県済生会宇都宮病院）

2／20　第4回消化管撮影研究会

（鬼怒ケ丘クリニック）

2／26　第6回栃木県放射線技術研究会

（宇都宮東武ホテルグランデ）

3／1第5回学術研究発表会抄録集発行

3／14　第81回定期絵会、平成22年・23年度栃木県

放射線技師会役員選挙

第3回事後教育講座・第5回学術研究発表会

（国際医療福祉大学）

3／16　国際医療福祉大学卒業証書伝達式〈会長〉

3／23　栃木県生活習慣病検診等管理指導協議会

（栃木県庁）〈会長〉

4／3　国際医療福祉大学入学式　　　　　〈会長〉

4／13　理事変更登記申請（宇都宮法務局）〈福田〉

4／17　全国会長会議（日本放射線技師会館）〈会長〉

4／17　監査会（本館事務所）〈川口、若林、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億へ）

〈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〉
一週間後に登言己完了予定、県に変更終了届を連出

する。

．盆会出席表の締切日‥6月4日健までに担当連絡　・会員の動向

員に提出

♯宿泊代金内訳

1泊（朝食付き）6，000円、宴会4，500円＋飲み放題

1．700円、入湯税150円、消費税　5％

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7号議案　各部・各地区報告

◎都会報告

事務局　福田常務理事

（平成2年2月4E～5月7日）

・会の動静

2／4　第5回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

2／5　第5地区事後教育講座

（自治医科大学付属病院）

2／9　栃木会館入居団体打合せ会議

（保健福祉会館）〈福田、矢野〉

2／13　北関東地域放射線技師会会長会議

（前橋テルサ）〈会長〉

会員総数　465名（平成㌶年5月7日現在）

第1地区　63名　　第2地区　96名

第3地区150名　　第4地区　64名

第5地区　92名
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厚生連上都賀籍合病院
→JAかみつが厚生連　上都賀総合病院

厚生連下都賀絵合病院
→栃木県厚生連農薬協同組合連合会　下都賀総合病院

佐野厚生絵合病院
→佐野厚生農業協同組合連合会　佐野厚生総合病院

・緊急連絡・網→誤字、脱字の確認

・第1回公益法人格取得委貞会4月23日（金に行い定

款（案）をホームページにアップしました。ログ

インして見ることができる

財務部：金田財務部長

○会費納入について

3月31日現在301名納入済み

○平成22年度　地区助成金

会員数×200＋弧㈱円

会員数（人） �助　成　金 
1地区 �63 �￥4之6∝） 

2地区 �93 �￥48．6（旧 

3地区 �149 �￥59．醐 

4地区 �64 �￥42朋 

5地区 �93 �￥48．600 

合　計 �462 �￥別之400 

議長は、新入会届けが珪出された5名について入

会を認めて良いか議場に諮ったところ、満場一致で

5名の入会が承認された。

世話人代表が武藤美子（芳賀赤十字病院）から玉

木礼子（栃木県済生会宇都宮病院）に交代になっ

た。

6月5日出14：30－　第3回MMG研究会　乳腺

超音波の基礎とカテゴリー分類

チャリティーコンサート（6月10日㈹）

がん検診受診促進プロジェクト（栃木県）から後

援の依願

総務部：放鳥総務部長
●タイムスケジュール表→絵会の予定日6／13を6

／12に変更

・平成22年・霊年度各地区役員→誤字、脱字の確認

・平成盟年・㌶年度担当役員名→誤字、脱字の確認

・平成22年・お年度役員名簿→遠藤奈美　会員番号

31653へ訂正

・病院名正式名称

会員数は平鹿22年3月31日現在

地区助成金は各地区からの請求によりこの助成金

額を上限として支給するので、開催が近づいたら希

望金額を申請して欲しい。尚、理事会の前に申請い

ただければ事前に準備して理事会の時に支給でき

る。

○技師会活動を行った場合は、必ず経費と詫費の希

求をしていただきたい。
・請求されたものに対して旅費規定に基づき支給す

る。ただし、各地区活動については地区助成金に

て対処していただきたい。

また、理事会や稔会等の旅費は財務部で一括して

処理させていただく。

活動を行った際はあわせて活動報告書の連出をお

願いする。

学術部：柳沢学術部長
・6月5日出14：30－　第3回MMG研究会

乳腺超音波の基礎とカテゴリー分類
・7月3日出　第1回消化管撮影研究会

広報部：樋口広報部長
・次回の会誌（102号）：7月11日（日）発行予定が日

曜日の為、翌日の発行予定。

原稿6月27日（日）締切。

・あすた－と24号：5月10日発行予定が遅れてい

る。来週中に発送予定。
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組織部：相嶋組織部長

ホームページに役員担当名をアップする。

企画部：小黒企画部長

放射線展について

場所　栃木県総合文化センター　第一ギャラリー

日時．5月14日（金1300～17・00

（説明者　小黒、金田）

5月15日（弱10（氾～16・00

（説明者　小黒、金田、黒川）

ワークステーション（GE、シーメンス、アゼ、

ザイオ（アミン））

パネルを抜粋し40枚程度13日に輸送。14日9時よ

り小黒、金田で準備に入る。来場者に粗品を用意す

る（ボールペンなど）。

フジRIファーマ（認知症）とメジフィジックス

（PETCT）のパネルを展示予定。

懇親会にて野澤副会長が挨拶をする（会長：北関

東会長会議に出席の為）。

地域医療対策部：清田地域医療対策部長

特になし

女性部：遠藤女性部長

特になし

各地区理事活動報告（収支決算報告書の提出）
・1地区　吉成理事　特になし

・2地区　小異理事　特になし

・3地区　大築理事（欠席）　特になし（福田常務理事）

・4地区　高杉理事　特になし

・5地区　寺島理事　特になし

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8号譲葉　その他報告
・全国会長会議の報告について（別紙資料参照）

3、平成22年度生涯学習計画

日本放射線技師会では専門診療放射線技師、認定

診療放射線技師と診療放射線技師基礎講習という三

段階の講習をメインに実施して行く。会員の平均的

な目標を認定診療放射線技師とし会員の方に努力し

て頂きたい。

診療放射線技師基礎講習は、厚生労働省の指定講

習にしていきたい。診療放射線技師であれば必ず受

けなければいけないというもの。この講習は地方で

行い必要経費は日本放射線技師会より支払われ、都

道府県技師会は会場、講師の派遣などを行う。

今までの技師格（アドバンス、シニアなど）は生

涯学習の目標で変わらない。

日本放射線技師会は認定診療放射線技師が目標

で、認定を受けることによりホームページなどに認

定診療放射線技師と載せることが可能となる。

上記を日本放射線技師会は目指して行きます。広

告ができる要件は、医療法に完められていて学術団

体で会員が1000人以上並びに認定者が8割以上、3

年以上の研修をするなど規定されているため協力を

要請。

4、日本放射線技師会は公益法人に移行に向けての

進歩状況

秋に臨時総会を行い（定款改定のため）今年度中

に申請したい。

都道府県技師会に入会している者のみが日本放射

線技師会に入会できる。日本放射線技師会だけには

入会できない。

5、第68回定期総会開催について

平成22年6月5日に開催されるにあたり、代議員

として会長、茂木副会長、福田常務理事にて出席予

定。この代議員をこれからは選挙にて選出しなけれ

ばいけない。

6、第26回放射線技師総合学術大会について事前登

録をお願いする。

会場費・運営費が掛かるため日本放射線技師会の
一般会計から5000万円の繰入をしなければならな

い。地方会にては数百万円なのになぜ？ともめてい

る。

栃木県として目標参加人数32人を要請。

7、その他

・日本放射線技師連盟に賛同していただける方へ

1，500円の協賛金。

・10月9日仕）～10日（日）に開催予定の関東甲信越地域

学術大会（群馬大会）でのシンポジストの依頼が

きている。

『組織の運営・病院経営』
＝＝放射線部門を取り巻く現状と課題＝＝

上記のテーマで発表できる方（施設）を探してい

る。山田隆幸氏（芳賀赤十字病院）では如何か。

（茂木副会長からの推薦）
・赤羽前会長が平成22年春の叙勲（旭日双光章・

保健衛生功労）を授章された。三役会で技師会と

して祝賀会を計画したが、まとめた形で行いたい

との要望で発起人として本会神山会長と下都賀病

院稲葉技師長、同病院事務長ということで6月20

日（日）栃木市（サンプラザ）での開催を企画してい

る。招待状にて出席をお願いしたい。叙勲授章に
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ついての詳細はあすた－とに掲載する。

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。

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22年度第1回理事会における議

案がすべての議決が完了したことを宣し、議長席を

降也した。

議長：神山辰彦　閉会を宣し、午後8時30分散会

した。

ニ⑳　鞠越軸房離国　電専念毒尋漁㈱　‾‾】

日　時：平成22年7月23日絵）午後6時30分　　場　所：栃木県済生会宇都宮病院　北館　第1会議室 

出席者：（理事）神山辰彦、茂木常男、野澤幸二、福田敏幸、放鳥正道、金円幹雄、柳沢三二朗 

柏崎克彦、樋口清孝、小黒　清、高杉任仲、寺島洋一、吉成亀蔵、松田悟志 

大築慎一、清田　宏、黒川元暗、遠藤奈美 

（監事）若林忠恭、川口俊郎 

欠席者：なし 

開会の経過

定刻に至り、会長　神山辰彦　開会を互する。

会長：神山辰彦　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、晋記並びに議事録著

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　牧畠正

道、－i！琵己に理事　小黒清が適任された。

第1号議案　平成22年度第1回理事会議事重畳の承認

並びに会長報告

議長：神山辰彦　平成22年度第1回理事会議事録

の承認を求める。

＜第1回理事会議事録についての訂正＞

3ページ　自治医科大学付属病院を自治医科大学

附属病院に訂正

7ページ　独協医科大学病院を凋協医科大学病院

に訂正

2ページ　支出の部よりコピー機の購入を一般会

計より基金積立367，855円を繰り入れ

た。に訂正

3ページ　議長選山、古記、議事録著名人を氏名

なしに訂正

3ページ　高草木に訂正

議長は平成22年度第1匝l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：神山辰彦　第1回理事会以降の会の動きに

ついて資料にもとづき報告する。

第2号議案　平成22年度第2回卒後教育講座（公開

講座）の開催について

理事：大築憤一　説長の求めにより報告する。

開催日時は平成22年11月6日出としたい。内容

はドクターヘリの講演を濁協医大病院に依頼する

予定。講師の都合がつかない場合はAlの講演を国

際医療福祉大学にお願いする考えでいる。開催会

場についてはこれから検討していくが、会場に放

射線パネル展を行うスペースが取れれば放射線展

を開催したい。

理事：小黒　清　放射線展の開催はパネルも作成

したので場所が確保できれば開催可能である。

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3号議案　平成22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　資料にもとづきシンポジスト、

内容、サブテーマを報告する。
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前橋で日時は10月9、10日開催。栃木県では3演

題の発表がある。

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4号議案　各部・各地区報告について

（部会報告）
・事務局

理事：福田敏幸　議長の求めにより資料にもとづ

き会員の動向、入会、転出、移動、会の動きについ

て報告する。新入会届けが提出された7名について

入会を認めてよろしいかお諮りしたい。

議長は、新入会届けが提出された7名について入

会の可否を諮ったところ、満場一致をもって全員の

入会が承認された。

矢野事務員が夏季休暇で8月12日（木ト17日（ノdまで

休むため事務所が不在になる。

今年度の栃木県公衆衛生大会が50回を迎え記念大

会となることで、普段表彰の対象とならない職員な

どを対象に特別功労として知事感謝状を各団体1名

に贈呈いただけるとのことで、本会は矢野事務員を

推薦した。
・総務部

理事：放鳥正道　第50回栃木県公衆衛生大会につ

いて、県より活動状況の投稿依頼があり投稿した。

公益法人格取得委員会報告は、東京で行われた第

26回放射線技師総合学術大会でセミナーがあり、現

在広島県が公益法人を第1号を取得した。他県の状

況は、沖縄県、京都府、佐賀県が一般法人で進めて

いる。県によっては一般法人にしなさいという指導

があった県もある。栃木県においては、公益法人を

取得する上で税理士、行政古土に依頼したほうがス

ムーズにいくのではないかということで活動してい

る。

・財務部

理事：金田幹雄　資料にもとづき会費納入状況、

第26回放射線技師学術総合大会発表者参加登録費助

成、マンモグラフイ研究会助成金追加、第1回卒後

教育講座会計報告について報告する。

会費未納者については、今後公益法人格取得の際

に完款は除名ではなく除籍に項目を変更してほし

い。

・学術部

理事：柳沢三二朗　第3回マンモグラフイ研究会

は6月5日仕）済生会宇都宮病院グリーンホールで開

催し、参加者37名であった。第4回マンモグラ7イ

研究会が7月4日（錮済生会宇都宮病院グリーンホー

ルで開催し、参加者33名であった。

第1回消化管撮影研究会は7月3日仕）芳賀郡市医

師会で開催し参加者23名であった。
・広報部

理事：樋口清孝　次回のあすた－と25号は、10月

12日発行予定。原稿の締め切りは9月28日までにお

願いしたい。

・組織部

理事：柏臓克彦　特になし
・企画部

理事：小黒　清　第27回日本核医学技術学会関東

地方会と同時開催の放射線展とチャリティーコンサー

トln栃木での放射線展の報告を会誌に掲載した。

今年度のパネル展は、第2回卒後教育講座の会場に

パネル展を実施する部屋が借用できれば開催したい。

・地域医療対策部

理事：清田　宏　特になし
・女性部

理事．遠藤奈美　アンケートを実施してもその結

果が反映しにくい。活動をどうするかは今後検討し

ていく。

（各地区活動報告）
・第1地区

理事：吉成亀蔵　特になし。
・第2地区

理事：小黒　清　特になし。
・第3地区

理事：大築慎一　特になし。

・第4地区

理事：高杉佳伸10月30日出に、佐野厚生病院で

実施し、テーマはMRIをメーカーより講演していた

だく予定である。

・第5地区

理事：寺島洋一　特になし。

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5号議案　その他（報告事項と確認事項等）

議長：神山辰彦　日放技　会長会議の報告を資料

にもとづき報告する。
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22・23年度代議員の選出（日放技）より3名から

4名に変更された。11月13日仕）の臨時総会には、神

山辰彦、茂木常男、野揮幸二、福田敏幸の4名で出

席する。

日放技主催MRIセミナーの開催を平成23年2月20

1‡日日）に栃木県で実施してほしいとの要望があり、

会場は狽協医科大学120番教室で実施することにし

た。

今年度から関東甲信越放射線技師学術大会開催県

には、日放技より運営費として300万円の補助が出

ることになった。

日放技の総会運営委員会の委員を栃木県から出さ

なければならない。福田常務理事に委員をお願いし

たいがいかがか。

理事：福田敏幸　承知した。

議長は、その他について諮ったところ特になく、

以上本日の試案が、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22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。

理事：神山辰彦　閉会を宣し、午後8時00分散会

した。

∴⑳・姦窃桓庵頑打由壷‾食感古壷廟二‾　‾】
日　時：平成22年9月17日陰）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C 

出席者：（理事）神山辰彦、茂木常男、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、柳沢三二朗、樋口清孝 

小黒　清、高杉任仲、寺島洋一、吉成亀蔵、松田悟志、清田　宏、大築慎一 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

吉富誓＝（理事）野揮幸二、柏崎克彦、黒川元暗、遠藤奈美 

開会の経過

定刻に至り、会長　神山辰彦　開会を宣する。

会長：神山辰彦　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、議事録著名人に理事　福田敏幸、理事　牧島正

道、憲記に理事　大築慎一が選任された。

第1号議案　平成22年度第2回理事会議事録の承認

並びに会長報告

議長：神山辰彦　平成22年度第2回理事会議事録

の承認を求める。

＜第2回理事会議事録についての訂正＞

3ページ　第5号議案において、野沢幸二を野澤

幸二に訂正。

議長は平成22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：神山辰彦　第2回理事会以降の動きについ

て報告する。

7月29日　礪協医科大学病院ならびに済生会宇都

宮病院に会長就任挨拶および表敬訪問

9月3日　第3回三役会・公益法人格取得委員会

（済生会宇都宮病院）

9月8日　第50回栃木県公衆衛生大会（栃木県総

合文化センター）

県知事表彰者2名、大会長表彰者5名、

公衆衛生団体活動功労者知事感謝状1名

9月11日　宝住与一先生旭日中綬章受章祝賀会

（宇都宮グランドホテル）

9月17日　第3回理事会（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：大築慎一　議長の求めにより報告する。

日　時．平成22年11月6日出

14　30受付15　00開演

場　所　宇都宮市文化会館　第1会議室
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内　容：栃木県ドクターヘリの現状

会　費：無料

講座の案内用のポスターをホームページ上に掲載

するので、各施設で印刷し広報活動をお願いした

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3号議案　平成22年度関東甲信越放射線技師学術

大会について

理事柏崎克彦が欠席のため、議長が代わりに報告

する。

・座長依頼のあったセッション（診療画像2）を、

理事寺島洋一に依頼した。

・日本放射線技師会と開架地域放射線技師会との共

同開催とあるが、関東地域放射線技師会という団

体は存在しないため、実際は日本放射線技師会と

閲東甲信越10都県の各地方技師会との共同開催で

ある。

議長は、この試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4号議案　各部・各地区報告について

◎都会報告

（事務局）

理事：福田敏幸　議長の求めにより資料にもとづ

き報告する。
・新入会届けが提出された3名について入会を認め

てよいかお諮りしたい。

・第50回栃木県公衆衛生大会の表彰者は次の適用で

ある。

知事表彰　神山　辰彦（自治医科大学附属病院）

山岸　　弘（芳賀赤十字病院）

大会長表彰　和久井英男（佐野医師会病院）

伊藤　　登（栃木県保健衛生事業団）

小異　　清（媚協医科大学病院）

中里　　明（足利赤十字病院）

清田　　宏（那須南病院）

議長は、新入会届けが提出された3名について入

会の可否を諮ったところ、満場一致で全員の入会が

承認された。

（総務部）

理事：放鳥正道　議長の求めにより報告する。
・公益法人格取得のため、栃木県放射線技師会の定

款を改定中である。

（財務部）

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。

・会費納入状況については資料の通用である。未納

者については8月下旬、円本放射線技師会に合わ

せて再請求を行った。

・関東甲信越放射線技師学術大会において、演題

発表者3名と座長に事前登録費3．000円を助成す

る。

（学術部）

理事：柳沢三二朗　読長のもとめにより報告す

る。

・第6回学術研究発表会の演題を募集中である。

・第2回消化管撮影研究発表会が9月25日に開催予

定である。

（広報部）

理事◆樋口清孝　議長の求めにより報告する。
・次回のあすた－と25号の発行予定日が10月12日

で、原稿の締め切りは9月28日である。各地区の

卒後教育講座の案内などは、期日までにお願いし

たい。

（組織部）

理事：柏崎克彦（欠席）　特になし（会長神山辰彦）

（企画部）

理事：小黒　清　議長の求めにより報告する。
・放射線パネル展を、11月6日の第2回卒後教育講

座と同日開催する予完である。開催時間は午後1

時から4時30分を予定しているが、会場を借りて

いる時間によって終了時間を決定したい。

・上都賀総合病院で、院内で放射線パネル展を開催

するためにパネルを貸し出す予定である。

（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が7地区で9名該当

し、全員を推薦した。11月ごろに衛生大会が開催

される予定である。

（女性部）

理事：遠藤奈美（欠席）　特になし（会長神山辰彦）

◎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
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告する。
・第1地区（吉成理事）

日　時　平成22年11月20日仕）

内　容1FPDについて（コダック）

2　血液関係の演題

3　一般演題

・第2地区（′J、黒理事）

日　時：平成23年1月中

内　容．1ドクターヘリの見学

2　樋口理事による演題

3．メーカー演題

・第3地区（大築理事）

日　時　平成22年11月10日㈱　午後7時から

内　容●J PTEC活動について

・第4地区（高杉理事）

日　時　平成22年10月30日比）

場　所　佐野厚生総合病院

内　容・3T MRIについて（3メーカー）

・第5地区（寺島理事）

未完であり、早急に地区幹事会を開催する予定で

ある。

議長は、この議案について試場に諮ったところ、

満場一致で了承された。

第5号議案　その他（報告事項と確認事項）
・山形県技師会が一般社団法人を取得した。

・先日開催された全国放射線技師総合学術大会にお

いて、支出が予算額を約2千万円下回った。

・公益社団法人を取得するために、会費未納者は

「除名」という現在の定款を、「会月の資格喪

失」に改定する必要がある。
・様々な団体・機構が数十種類の認定技師制度を設

定しているが、そのほとんどが放射線技師会とは

無関係であるため、その認定を取得するためのポ

イントが技師会主催の研修会では加算されない。

会員の技師会離れが危惧される。
・会員の技師会離れは、従来のような活動では止

められない。魅力のある技師会にするための対策

を講じないと、技師会の会員数は減少の一途であ

る。

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22年度第3回理事会における

議案がすべて誌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、午後7時50分散会

した。

⑳▼▼▼‾▼‾‾‾【遍姦離国　選寄金

日　時：平成22年12月3日絵）午後6時30分　　場　所：コンセーレ　会議室 

出席者：（理事）神山辰彦、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、吉成亀蔵、寺島洋一、松田悟志、高杉佳仲、遠藤奈美 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

雷纂誓＝（理事）茂木常軌福田敏幸、黒川元暗、大築慎一 

開会の経過

定刻に至り、会長神山辰彦　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、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

試事録著名人に理事　野揮幸二、理事　牧島正道、

書記に理事　高杉佳仲が適任された。

第1号議案　平成22年度第3回理事会議事銀の承認

並びに会長報告

議長：神山辰彦　平成22年度第3回理事会議事録

の承認を求める。

議長は平成22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。
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議長：神山辰彦　第3回理事会以降の動きを資料

にもとづき報告する。

10月8日　関東甲信越診療放射線技師学術大会

（会長会議）〈神山会長、茂木副会長、野

澤副会長〉

10月9日　関東甲信越診療放射線技師学術大会

10日　同上

11月6日　第2回卒後教育講座（公開講座）及び放

射線パネル展

11月13日　日本放射線技師会臨時総会〈神山会長、

茂木副会長、野澤副会長、福田常務理事〉

11月19日　第4回三役会　公益社団法人格取得委

員会〈神山会長、茂木副会長、野澤副会

長、福田常務理事〉

11月25日　公益社団法人格取得委員会・県との打合

せ（県庁医事厚生課にて）

〈神山会長、福田常務理事、金田理事、牧島理事〉

12月3日　第4回理事会（コンセーレ会議室）

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2号議案　第6回栃木県放射線技師会学術研究発

表会及び第83回定期総会について

理事：柳沢三二朗　議長の求めにより報告する。

場所．凋協医科大学病院　開演記念ホール

日時　平成23年3月13日伯）

9　30受付10　00開始1010研究発表

11．10終了1130総会12　00昼食

13　00～14　20特別講演14　30研究発表～

次回の理事会で受付等の担当を決める。

参加費は500円。非会員は入場不可。（学生は無

料・学生の付き添いの非会員の大学講師500円）

理事：松田情志　第3回卒後教育講座について報

告する。講演は理事樋口清孝に「Alについて」依頼

した。

議長：神山辰彦　謝金は鮒分3∝煩）円でお願いする。

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83回定

期総会について

議長：神山辰彦　社団法人栃木県放射線技師会第

83回定期総会について資料にもとづき提案する。

日時　平成23年3月13日（印11●10受付1130開会

場所　猫協医科大学病院　関湊記念ホール

受付　総会運営委員

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　牧畠正道理事

1開会の挨拶　茂木副会長

2会長挨拶　　神山会長

3．総会運営委員会報告

総会運営委員会

委員長　大築慎一理事

委　員’1地区　吉成亀蔵（大田原赤十字病院）

2地区　小黒　清（凋協医科大学病院）

3地区　大築慎一（栃木県済生会宇都宮病浣）

4地区　高杉佳仰（佐野厚生総合病院）

5地区　寺島洋一（自治医科大学附属病院）

4議長選出．会場から立候補がなければ、遠藤奈美

理事を執行部案とする。

5達琵己並びに議事録著名人選出

憲記●福田常務理事

試串録著名人　野澤副会長、放鳥正道理事

6．議事：第1号議案　平成23年度事業計画（案）

第2号議案　平成23年度予算背（案）

第3号議案　平成23年度スローガン「公益

社団法人格を取得しよう」

第4号議案　その他

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23年度事業計画（棄）について

議長：神山辰彦　第83回定期総会へ事業計画（案）

を提出の前に平成22年12月17日（金までに各部長が訂

正お願いしたい。

事業計画（案）に則り、平成23年度予算昔（案）の作

成を行なう。

事業計画（案）の変更は別紙資料にて。

第27回全国診療放射線技師総合学術大会　9月16

日（金ト18日旧）青森県

平成23年度関東甲信越診療放射線技師総合学術大

会（山梨県）10月15日仕〕～16日（口）甲府市

平成24年度関東甲信越診療放射線技師総合学術大

会（栃木県）10月6日出～7日（日）の2日間で開催

し、前日の5日幽は準備の日とする。
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理事：寺島洋一　平成お年度事業計画（案）につい

て広報・啓発事業の他に何か足していかないと公益

認定を頂けないのか○

議長：神山辰彦　生産学習事業、現在行なっている

卒後教育講座は間蓮なし。ただし・会計上、出版事業

は1郭万円かかっているが、当会の出版事業に関しては

認定上での出版事業と見なされない場合があるので事

業費の50％クリアがきわどくなる。それと地域連携手

業で10～15万円かかっている。それも認められなくなっ

てしまうと、事後教育講座の参加費を無料にして、生

涯学習事業の事業費を増やしていく必要がある。

理事：寺島洋一　情報誌を無料配布しなくてほな

らないのか。

議長：神山辰彦　無料配布してもたぶん認められ

ない。

理事：寺島洋一　例えば病院に置いて被曝のこと

とかを周知させるために啓発に合わせて配布するの

であれば良いのか。

議長：神山辰彦　それ以前に、施設に放射線技師

がいるのか、いないのかは調査不可能である0そう

すると、医療横閑全部に配布しか－といけない事に

なる。

理事：寺島洋一　そうするとただ事業費を支出す

るためだけに配布することになる。

議長＝神山辰彦　そこら辺をうまく説明しないと

いけない。それさえ決まってしまえば何とかなる0

公益事業が決まらないと会計上の説明が求められ

る。再度、相訣会に参加すべき。

理事：金田幹雄　いつまでに訂正案を提出するのか。

議長：神山辰彦　平成㌶年12月17日までに金田財

務部長へ提出すること。

理事：金田幹雄　マンモ研究会、消化管撮影研究

会の予算を各10万円とする。

議長は、この議案について議新二諮ったところ、

満場一致で承認された。

第5号議案　平成お年・24年度選挙管理委員の選出

について

参考資料　平成21・22年度選挙管理委員会（委嘱期

間　平成21年4月1日から平成3年3月31日）

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（下都賀怠合病院）

委　貞：市川　和秀（佐野厚生絵合病院）

3名に再任していただくようにお贋いする。（各病

院遠出理事が本人に確認する）

理事：高杉佳伸　再任で間患ない。

理事：松田億志　再任で問題ない。

議長：神山辰彦　須藤氏にはあとで再任の確憩を

とる。

議長は、この議案について議場に番ったところ、

満場一致で皐認された。

第6号議案　公益社団法人格取得委員会の活勤について

理事：放鳥正道　議長の求めにより公益社団法人

格取得委員会の活動を報告する。

新定数（案）と申請用ファイルのPDF資料を県医事

厚生課に相談してきた。

再度、12月中に再提出し回答をもらう。

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号護垂　各部・各地区報告

部会報告
・事務局

議長：神山康彦　常務理事福田敏幸欠席のため代

わって資料にもとづき報告する。

会月の動静

会員給数　474名

第1地区67名、第2地区釘名、第3地区1別名、

第4地区飴名、第5地区91名

議長：神山辰彦　薪入会届けが連出された3名に

ついて入会を認めてよろしいかお諮りしたい。

議長は、新入会届けが提出された3名について入

会の可否を諮ったところ、満場一致をもって全長の

入会が承認された。
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理事：小黒　清　日本放射線技師会に入ってい

て、栃木県放射線技師会に入っていない人は来年度

はどうなるのか。

議長：神山辰彦　日本放射線技師会より書類を出

す。県に入らないと日本放射線技師会は入れない0

理事：小黒　清　来年度は会費を3月31日まで払

うのか。

理事：金田幹雄　来年度は日本放射線技師会の会

費は9月になる予定。

議長：神山辰彦　来年度、栃木県放射線技師会は

日本放射線技師会に合わせる。

・総務部

理事：牧烏正道　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

況を資料にもとづき報告する。

本会会費未納会員へ10月末付に会費納入規定にも

とづく横関紐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全ての郵送を停止する。

会員資格の停止の規定が無い為、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

いと明記していただきたい。

来年度、会費の支払い時期はどうなるのか、神山

会長に確認したい。

議長：神山辰彦　来年、1月に会長会議で決まる

予定なので、3月の籍会にて承認する。

議長：神山辰彦　賛助会員コニカミノルタヘルス

ケアの平成21・22年度会費、広告料（14万円）未納

の件は会ったら納入するように伝える。

・学術部

理事：柳沢三二朗　議長の求めにより報告する。

来年3月、第3回卒後教育講座の時のお弁当を理

事小黒　清さんに頼みたい。

値段の方は来年2月の理事会で決定したい。

・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26号の発行は平成22年1月11日㈹に発

行予定。

原稿の〆切を平成22年12月21日㈹とする。

第1、3、4、5地区卒後教育誇座開催の報告を

お願いしたい。

・組織部

理事：柏暗克彦　特に報告事項なし。
・企画部

理事：小黒　清　議長の求めにより報告する。

第2回卒後教育講座（公開講座）と同日開催で放

射線展を開催した。約60名の参加があった（会員40

名、一般21名）。今後も研修会とパネル展を一緒に

やって行きたい。12月11日のパネル展開催の件につ

いてはご遠慮したい。来年はパネルを更新していき

たい。

・地域医療対策部

理事：清田　宏　欠席のため、特に報告事項な

し。

・女性部

理事：遠藤奈美　議長の求めにより報告をする。

平成23年度事業計画（案）にある女性部として、常

日頃より抱えている問題や医療技術向上を図るため

の交流の場を設けた方が良いのか。

マンモグラフイ研究会を開催した後、女性部で情

報交換会を行なう様にする。

各地区理事活動報告

議長：神山辰彦　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

日時：平成22年11月20日吐）

場所‘那須スポーツパーク

内容■第1演題「感染対策について」

講師　大田原赤十字病院
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感染管理認完看護師　藤田明美先生

第2演題「コードレスフラットデイテイクターと

外部データ保管サービスについて」

講師（槻エルクコーポレーション

福井　曽先生

田辺富子司先生

参加人数　23名（会員15名、学生8名）参加費は無料。
・2地区　理事：小黒　清

卒後教育講座

日時　平成23年1月22日日〕

場所：濁協医科大学病院　3階大会議室

内容：「Aiにおける放射線技師の役割」30分

講師　国際医療福祉大学　保健医療学部

放射線・情報科学科　樋口清孝先生

RSNA2010（第96匝l北米放射線学会）最新情報を

メーカー3社により発表

シーメンス・ジャパン㈱15分

東芝メディカルシステムズ（槻15分

富士フイルムメディカル（槻15分

16時30分～17時までをドクターヘリの見学会の予定。

・3地区　理事：大築慎一　欠席のため　特に報告

事項なし。
・4地区　理事：高杉佳伸

牛後教育講座

日時　平成22年10月30日吐）

場所　佐野厚生総合病院　講義室2

内容丁ここまで来た130T MRIの画像」3メー

カーによる講演

シーメンス・ジャパン㈱

講師　マーケテイング本部MR事業部マネージャー

大澤　勇一先生

㈱フィリップスエレクトロニクスジャパン

講師　ヘルスケア事業部営業本部MRモダリティスペシャリスト

井上　奉書先生

GEヘルスケア・ジャパン㈱

講師　MRSales＆Marketing部　東日本営業技術部

近江　公司先生

参加人数●20名

・5地区　理事：寺島洋一

日時　平成22年12月7日（ノd

場所　自治医科大学附属病院

内容　「感染防止の標準予防策について」

講師　自治医科大学附属病院　感染制御部

感染管理認定看護師　渡退美智代先生

講義を1時間、質疑応答を30分で予定。

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　その他（報告事項と確認事項等）

第69回日本放射線技師会臨時総会　代議員報告

（野澤副会長）

平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大会栃

木大会の実行委員会発足について（神山会長）

議長：神山辰彦　大会名は必ず放射線技師ではな

く、診療放射線技師と改めてほしい。実行委員会発

足については現在未定、会場だけは野澤副会長が押

さえたので報告お願いしたい。

理事：野澤幸二　平成24年10月6仕）、7（lヨ）と前日

5位）の3日間を押さえた。会場はサブホールで584

名～416名入場可能。サブホールの詳細は別紙資料

を参照されたい。

議長：神山辰彦　懇親会は東武グランデで行ない

たい。来年、山梨大会で会場等について報告するた

め早めに実行委員長を決めたい。とりあえず会場の

予約をお願いしたい。

議長：神山辰彦　栃木県造影剤安全情報講演会開

催について栃木県放射線科医会長　水沼先生から参

加依頼があった。1月17日（f机9時から20時50分　東

武ホテルグランデで特別講演は順天堂東京江東高齢

者医療センター麻酔科・ペインクリニック教授　光

畑先生「造影剤によるアナフイラキシーショックの

診断と治療」が講演内容である。

議長：神山辰彦　清闇理事から一身上の都合により

辞任の報告があった。辞任後の理事の補充はしない。

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。

試長は、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22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：神山辰彦　閉会を宣し、午後8時30分散会

した。
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∴⑳　川・義姦姦議壷…面壷‥金高豆腐廟…Ⅷ‾‾】
日　時：平成23年2月4日栓）18：30～20：30　　場　所：栃木県済生会宇都宮病院　グリーンホールC 

出席者：（理事）神山辰彦、茂木常男、野揮幸二、福田敏幸、牧島正道、金臥幹雄、小異　清、 

柏崎克彦、樋口清孝、柳沢三二朗、吉成亀蔵、寺島洋一、枚旺＝吾志、高杉佳仲 

遠藤奈美、黒川元暗 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

貢纂誓‥（理事）大築慎一 

開会の経過

定刻に至り、議長神山辰彦　開会を宣する。

議長：神山辰彦　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

讃：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　野滞幸二、理事　牧島正道、

古記に理事　寺島洋一が選任された。

第1号議案　平成22年度第4回理事会譲事諒の承認

並びに会長報告

議長：神山辰彦　平成22年度第4回理事会議事録

の承認を求める。

議長は平成22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：神山辰彦　第4回理事会以降の動きを資料

にもとづき報告する。

1月9日　全国会長会議

1月20日　栃木県医師会新年懇親パーティー

1月21日　第5回三役会・公益法人格取得委員会

第2号議案　MRl基礎講習会について

議長：神山辰彦　資料にもとづき報告する。

日　時　平成23年2月20日（日）7　30集合～18：15終了

場　所　凋協医科大学　臨床教室120番

主　催　日本放射線技師会

担当者　神山辰彦、福田敏幸、金田幹雄、牧鳥正道

講　師　小黒　清、郷間琢也、山越一統（栃木県放

射線技師会）

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で承認された。

第3号議案　第3回卒後教育講座・第6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　議長の求めにより報告する。

日　時　平成23年3月13日（日）

場　所　濁協医科大学病院　関湊記念ホール

日　程　09時30分　受付開始（役員は9時に集合）

10時00分　開会式、会長挨拶

10時10分　研究発表1（6演題）

11時30分　第83回定期総会

13時00分　第3回卒後教育講座

「Alについて」樋口清孝

14時30分　研究発表2（5演題）

15時20分　閉会

16時頃　　解散

司会　茂木常男、閉会宣言　野澤幸二、担当の詳細

については、後日資料配布

弁当（飲み物付）：申込／切10時30分、抄録集・総

会資料　事前配布

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83回定

期総会について

議長：神山辰彦　資料にもとづき報告する。

日　時　平成23年3月13日（日）11時30分開会

（11時10分受付開始）

場　所　礪協医科大学病院　関湊記念ホール

受付：総会運営委員会（各地区理事）、出席者名

簿、会旗等●福田常務理事

総合司会と担当役員について

総合司会　牧島正道理事

1．開会の挨拶　茂木副会長

2会長挨拶　神山会長

3総会道営委員会報告
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総会道営委員会委員長．大築慎一理事

委員　1地区　吉成亀蔵（大田原赤十字病院）

2地区　′ト黒　清（濁協医科大学嫡院）

3地区　大築慎一（栃木県済生会宇都宮病院）

4地区　高杉佳仲（佐野厚生総合病院）

5地区　寺島洋一（自治医科大学附属病院）

4議長選出　議長　遠藤奈美理事（執行部案）

5－書記並びに議事録著名人選出

古記　福田常務理事（執行部案）

議事録著名人：野揮副会長、牧烏正道理事（執行

部案）

6議事

第1号議案　平成23年度　事業計画（案）

第2号議案　平成23年度　予算苦（案）

第3号議案　平成23年度スローガン（案）

「公益法人椿を取得しよう」

第4号議案　会費納入規定の改正について（案）

第5号議案　その他

7．閉会の挨拶　野澤副会長

議長より第4号議案について、納入日の変更（9

月30日）のみにするとの説明がなされた。

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23年度予算書（案）について

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。

要旨
・平成23年度　事業計画（案）に基づき作成。

・日本放射線技師会からの業務委託料を雑収入に含

む。

・各事業の前年度実績に応じた予算額の増減。

理事：福田敏幸　日本放射線技師会からの業務委

託料の勘定科目は何になるのか。

理事：金田幹雄　日本放射線技師会からの委託事

業なので、本会の事業ではなく雑収入という形で組

み込む。

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23・24年度選挙管理委員の選出に

ついて

議長：神山辰彦　資料にもとづき報告する。

委嘱期間　平成23年4月1日から平成25年3月31日

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（佐野厚生総合病院）

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　公益法人格取得委員会の活動について

理事：放鳥正道　議長の求めにより報告する。

要旨
・栃木県放射線技師会の提出した資料を県に説明を

しなければならない。

・県からの回答によると、一般社団法人を示唆され

た。

議長：神山辰彦　会誌発行などは議事録を載せて

いたりするので、公益事業とは認められないとの回

答で、定款についても指導を受けた。

理事：放鳥正道　県側の担当者に理解を得られな

いと説明等を行うのは難しい。

議長：神山辰彦　もう少しの間、公益法人格取得

を目指して活動する。

第8号議案　平成23年度第1回卒後教育講座・社団

法人栃木県放射線技師会　第糾回定期

総会について

議長：神山辰彦　資料にもとづき報告する。

平成23年度第1回卒後教育講座

日時　平成23年6月25日仕）

場所　ニューサンピア栃木

（鹿沼市栃窪1255　TEL0289－65－1131）

受付14時30分

開始15時00分

社団法人栃木県放射線技師会　第84回総会

日時　平成23年6月25［圧り

場所　ニューサンピア栃木

（鹿沼市栃窪1255　TELO289－65－1131）

受付16時45分

開始17時00分

表彰　20年、35年勤続功労表彰

議事　第1号議案　平成22年度事業経過報告

第2号議案　平成22年度会計決算報告

第3号試案　平成22年度監査報告

第4号試案
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∃蕎l局6】告

議長：神山辰彦　ニューサンピア（担当　大貫

様）の仮予約を行った。

宿泊は組織部、卒後教育講座は学術部にお願いし

たい。

昨年と同じで宿泊代（懇親会を含む）は1万3千

円、懇親会のみは7千円。

理事：柳沢三二朗　卒後教育講座の内容について

は検討中。候補はいくつかあがっている。

第9号議案　平成23年度監査会の開催について

日時　平成23年4月16日比）16時から

場所　本会事務所

第10号議案　各部・各地区報告について

部会報告

事務局

理事：福田敏幸　会員の動向

会員総数473名、退会者1名、退会届3名（平成

23年3月31日付）

平成23年秋の叙勲Ⅱ頼　梅野一雄氏を県に推薦、

受諾していただいた。

平成23年2月28日　事務所監査（県）、会長、常

務、事務矢野で対応。

総務部

理事：牧畠正道　訂正がなければ平成23年度タイ

ムスケジュール表の予定で行いたい。

放射線展は第2回卒後教育講座と同時開催として

ある。

財務部

理事：金田幹雄　会費納入状況を資料にもとづき

報告する。
・未納者に対し、督促のハガキを自宅へ発送。

・賛助会員　コニカミノルタヘルスケア（21．22）未納

・広告料　コニカミノルタヘルスケア（21．22）未納

ケアストリームヘルス（22）未納

学術部

理事：柳沢三二朗
・消化管据影研究会　平成22年度第3回2月10日

第4回3月27日

・消化管揖影研究会・マンモ研究会の入会案内につ

いて

ホームページ、入会案内に掲載する計画を計画中。

広報部

理事：樋口清孝
・あすた一と26号　発行

・第6回栃木県放射線技師学術研究発表会　抄録集

平成23年3月1日発行予定

・あすた－と27号　平成23年5月9日（月）発行予定

平成23年4月18日（月）原稿／切

組織部

理事：柏暗克彦　特に報告事項なし

企画部

理事’小黒　清　特に報告事項なし

地域医療対一策部

理事：高杉佳伸　特に報告事項なし

女性部

理事：遠藤奈美　特に報告事項なし

各地区理事活動報告

議長の求めにより各地区理事、報告する。

1地区　理事：吉成亀蔵　特に報告事項なし

2地区　理事：小黒　清　平成23年1月22日仕）

卒後教育講座開催

3地区　理事：福田敏幸　大築理事より特に報告事

項なしとのこと

4地区　理事：高杉佳伸　特に報告事項なし

5地区　理事：寺島洋一　特に報告事項なし

第11号議案　その他（報告事項と確認事項等）

議長：神山辰彦　関東甲信越診療放射線技師学術大

会会場について野澤副会長に進捗状況説明を求める。

理事：野澤幸二
・会場　宇都宮市栃木県総合文化センター

2012年10月6～7日

・仮予約済であるが北開東会長会議での承認を待

ち、本予約としたい。

・情報交換会は東武ホテルグランデを考えている。

議長：神山辰彦　第27回診療放射線技師総合学術

大会の座長について、日本放射線技師会と青森県か

ら5名以内の選出依頼が来ている。学術部に選出を

お願いしたい。

理事：柳沢三二朗　候補者をあげ、各所属長に会

長名で依頼をする。

議長：神山辰彦　第27回診療放射線技師総合学

術大会の事前登録についての依頼があり、配布数

32枚、事前登録費5，000円となっている。また、演

者、座長には栃放技より贈呈する。参加協力をお願

いしたい。

議長：神山辰彦　公益法人に向けての日放技代議

員選挙について候補をあげた。

ー52－



代議員立候補（案）：神山、野澤、福田

補欠（案）：金田

議長：神山辰彦　会費の収納方法については、日

放技と栃放技との合算で請求する事とし、会費納入

〆切を4月1日から9月30日に変更する。3月13日

の籍会において会月に説明をし、承認を得たい。

議長：神山辰彦　日放技の教育委員選出をし、入

会促進教育セミナーの講師などを実施していただき

たい。3月21日に気管支解剖講座があるが、吉成理

事に参加をお願いしたい。

理事：吉成亀威　了解した。

議長：神山辰彦　放射線安全管理委員会・放射線

機器安全管理委員会・医療画像情報制度管理委員会

の委月については、2月11日開催の北関東会長会議

により決定する予定である。

議長：神山辰彦　平成24年度関東甲信越診療放射

線技師学術大会（栃木県）の実行委員長の選出につ

いては、実行委員長を野澤副会長、副委貞長を福田

常務理事と牧島絵務部長の二人にお願いしたい。

理事：野澤幸二　了解した。

理事：放鳥正道　了解した。

理事：福田敏幸　了解した。

議長：神山辰彦　2月20日に日本放射線技師会主

催のMRl基礎講座がある。対応をよろしくお願いし

たい。

その他に日本放射線技師会生産教育システム・認

定放射線技師制度の素案についての報告がなされ

た。方向性についての報告であり、決定した内容で

はないため、詳細は割愛した。

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22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。

理事：神山辰彦　閉会を宣し、午後8時15分傲会

した。

会の動静

4／21第1回三役会（栃木県済生会宇都宮病院）

〈会長・野澤・福田・金田・牧島〉

4／30　日本放射線技師会教育委員研修会

（日本放射線技師会講義室）〈吉成〉

5／6　第1回理事会（栃木県済生会宇都宮病院）

5／9　あすた－と27号発行

6／4　第5回マンモグラフイ研究会

（栃木県済生会宇都宮病院）

6／118本放射線技師会第69回定期線会

（科学技術館）〈会長・野澤・福田〉

6／23　消化管撮影研究会第1回研究会

（鬼怒ケ丘クリニック）

6／刀　栃木県がん集検協議会理事会　　〈会長〉

6／25　第1回事後教育講座・第84回稔会・勤続20

年・35年表彰

全地区役員会・会員意見交換会

（ニューサンピア栃木）
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