
日　　時：平成23年6月25日比）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：457名 

出席会員数：316名（内訳：本人出席者40名、委任状出席者237名、否面表決出席者39名） 

開会の経過

定刻に至り、理事野澤幸二　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年功労表彰がおこなわれ、35年功労者8名と20年

功労者14名が表彰された。

総会運営委員長：大築慎一　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、議事録作成人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、議長に遠藤奈

美、議事録作成人に福田敏幸、議事録著名人に野澤

幸二、牧島正道が選任された。

議長遠藤奈美より挨拶の後、議案の審言削こ入っ

た。

議長：遠藤奈美　第1号議案平成22年度事業経過

報告および第2号議案平成22年度会計決算報告は関

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22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22年度会

務経過の総括を資料にもとづき報告する。

このたびの東日本大震災において、職場およびご

家庭で被害を受けられた会員に、衷心よりお見舞い

を申し上げる。

3月11日の未曾有の震災後に福島第1原子力発電

所の事故が追い討ちをかけ、未だに光明が見出せな

い状況となっている。福島の住民は元に戻って生活

ができるのだろうか。このようなことから、日頃の

研究成果を発表する第6回学術研究発表会並びに第

3回卒後教育講座を中止せざるを得ない状況となっ

たことは、準備してきた会員並びに学生の気持ちを

思うと残念でならない。一方、勤務先では復旧・復

興、ガソリン不足、計画停電、余震など今まで経験

したことのない苦労で大変なことだったと思う。

国内外の出来事は、診療報酬の改定、上海万博の

開幕、探査機「はやぶさ」の帰還、チリ鉱山の落盤事

故、中国漁船が海保の巡視船に彿突、「タイガーマ

スク運動」、ニュージーランドで大地震が発生、そ

して東日本大震災など本当に大変な年度であった。

本会の活動は、会長が茂木から神山にバトンタッ

チされ、前述の第6回学術研究発表会・第3回卒後

教育講座以外はすべて予定どおり開催することがで

きた。放射線パネル展は、日本核医学技術学会関東

地方会、チャリティーコンサート20101n栃木、第2

回卒後教育講座（公開講座）に合わせて3回開催さ

れ、昨年度新たに作成したパネルが大いに役立っ

た。1地区～5地区による卒後教育講座は、地区ご

とに独自色を発揮し1回ずつ開催された。マンモグ

ラブイ研究会は2回開催され、埼玉県の放射線技師

に講師を依頼し、撮影認定講習に準じた講習会と乳

癌の基礎や標準投影法の研究を行った。消化管撮影

研究会は3回開催され、消化管撮影技術の向上と精

度管理、撮影技術のレベルアップに努めた。

関東甲信越診療放射線技師学術大会は群馬県で開

催され、日本放射線技師会と関東甲信越地域放射線

技師会の各々が主催するという立場になり、本県か

らも多数の参加者並びにシンポジスト・発表者が前

橋市に集った。

日本放射線技師会の定款が今年度に改定され、県

の技師会員でなければ日放技の会員にはなれないこ

とになった。ここ数年間は、日放技と同様に本会も

会員数の増加が少ない。改善の方策を日放技と共同

で考えていかなければいけない。

特例民法法人である本会は、平成25年11月30日ま

でに一般社団法人への移行認可または公益社団法人

への移行認定を受けなければ解散となる。公益法人

格取得委員会は、県庁で開催される個別特別相談

会の参加、新定款（案）及び公益目的事業内容の

チェック及びコメント依頼を電子メールでやり取り

しているが、公益法人への移行認定の感触は厳しい

状i兄となっている。

第82回定期総会は、平成21年度の事業経過報告、

会計決算報告、監査報告の議事を報告し、承認され

た。第83回完期総会は、3月11日の東日本大震災の

混乱のなか開催され、平成23年度事業計画（案）、

予算書（案）、スローガン（案）、会費納入規程の改
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正などの試案を審議し、すべてが可決承認された。

平成22年度の事業詳細報告については、総会資料

を参照のこと。

議長：遠藤奈美　続いて、第2号議案平成22年度

会計決算報告を執行部よりご説明いただきたい。

決算音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、収入の部についてであるが、会費収入は

正会員、賛助会員合わせて5，070．000円、事業収入は

1，317，000円であり、前年度繰越金418，863円を含め

て、平成22年度収入は6．895．451円であった。

支出の部は、管理費支出は2，909，446円、事業費支

出は3，437，009円であった。

平成22年度の収入から支出を差引いた当期収支差
へ　　額は110，133円となり、平成21年度からの繰越金を

含め528，996円が平成23年度へ繰越した。

積立基金は、一般会計より20，000円繰り入れし

1，920．0（氾円となった。

次に貸借対照表について、流動資産の預金が

2．800，000円前年度より減少しているのは、前受け会

費の減少、つまり会費を年度前に集めなくなったた

めである。

未収会費、未収賛助会費、未収広告料が前年度よ

り合計で260．000円増加しており、特に会費収入が

前年度より190，000円増加している。昨年度16名で

あった会費未納者が今年度は35名に増加している。

固定資産の什器備品は、減価償却して減少している。

正味財産合計が前年度より277．025円の増となっ

たので、僅かながら財産が増えた結果となった。

次に正味財産増減計算古で、正味財産の平成22年

度内の変動状況を確認していただきたい。

前年度と当年度の増減を見て、個々の科目ごとの

状況を見て、正味財産が27万円程増えた状況を確認

してほしい。

最後に財産目録だが、こちらで預金と未収金の内

訳を確認していただきたい。

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。神山会長に代わり私から報告させてい

ただく。

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号議案平成22年度事業経過報告の承

認について採決をおこなったところ、会場出席者、

委任状ならびに雷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22年度会計決算報

告の承認について採決をおこなったところ、第1号

試案と同様に会場出席者、委任状ならびに書面表決

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：遠藤奈美　続いて第3号議案平成22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。平成23年4月16日土曜日16時より、本会事

務所において会長、副会長、常務理事、財務担当理

事および事務職月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無く適正に処理さ

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

務職月の方々が協力して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22年度監査報告について

の質問等を議場に諮ったが、特に無かった。

議長は、第3号議案平成22年度監査報告の承認に

ついて採決をおこなったところ、会場出席者、委任

状なら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：遠藤奈美　第4号議案その他に移るが、執

行部もしくは会場出席者より何かあるか。

会長：神山辰彦　公益法人移行に向けた日本放射

線技師会の代議員選出は、本県からの立候補者が私

神山辰彦、副会長野澤幸二、常務理事福田敏幸の3

名のみであり、定数内のため無投票当選でこの3名

が選出された。また、補欠は同じく無投票当選で金

田幹雄理事が選出された。

議長は、会場及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84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、17時28分散会し

た。
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日　　時：平成24年3月11日（日）午前11時30分 

場　　所：濁協医科大学病院　関湊記念ホール〈下都賀郡壬生町北小林鍋0〉 

総会員数：465名 

出席会員数：307名（内訳：本人出席者41名、委任状出席者222名、書面表決出席者44名） 

開会の経過

定刻に至り、副会長茂木常男　開会を宣する。

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：高杉佳伸　平成24年3月11日日

曜日、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465名、本日の会場出席者数41名、

委任状による出席者数222名、古面表決による出席

者数44名である。したがって、有効出席者数は307

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

げる。

続いて議長、書記並びに議事録著名人の選出方法

を諮ったところ、満場一致をもって執行部案が承認

され、議長に樋口清孝、議事録作成人に福田敏幸、

議事録著名人に野澤幸二、牧島正道が選出された。

議長樋口清孝　議長席に登壇する。

議長樋口清孝より挨拶の後、議案の審議に入っ

た。

議長：樋口清孝　第1号議案平成24年度事業計画

（案）、並びに第2号議案平成24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：樋口清孝　まず、執行部より平成24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24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

もとづき提案する。

本年度は、下記の4項目を重点項目として事業を

行う。

第－は、平成24年度関東甲信越診療放射線技師

学術大会を大成功に収める。本会が開催実施県と

なり、『日本の今、医療界の今、そして未来へ』

をテーマとして、平成24年10月6日吐ト7日（日）の両

日、宇都宮市の栃木県総合文化センター・宇都宮東

武ホテルグランデを会場に開催する。この学術大会

は、平成21年度から東京都、群馬県、山梨県と続き

本県が4回目となる。開催にあたり、会員及び賛助

会員のご協力・ご支援をお願いしたい。そして、一

つでも多くの演題発表と一人でも多くの参加登録を

お願いしたい。本会各部と昨年度より発足した実行

委員会メンバーのご尽力を引き続きお願いするとと

もに、新たに実行委員を追加選任し大会前日から当

日の運営に当たる。

第二は、会員のメーリングリスト登録を推進す

る。関連団体からの医療情報や卒後教育講座の開催

案内等は、本会のホームページ及び会誌・情報誌か

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。また、関連団体のメーリングリスト

に本会が代表として積極的に登録し、会員に役に立

つ情報収集に努め、情報の啓発と共有を図る。

第三は、公益法人格取得委員会を適時開催する。

平成25年11月末までに、一般社団法人への認可及び

公益社団法人への認定もされなかった既存の団体は

解散となるので、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目指す。しかし、状況に

より一般社団法人として認定を申請するという判断

もしなければならない時期にきている。

第四として、診療放射線技師基礎講習会の開催準

備を行う。日本放射線技師会の生涯学習システム事

業である診療放射線技師基礎講習会（MR・CT・
一般・消化管・RI・治療など）を日本放射線技師

会及び北関東地域の各技師会と連携して、本県にて

開催する準備を行う。（平成25年度からの開催で良

いと承認されている。）

毎年の主事業は、「継続は力なり」として本年度

も継続実施する。「情報の共有」と「技術の共有」

を図り、県民からの多様な要望に応えるため、「安
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心安全な医療」を提供していく診療放射線技師を育

成していく。

本年度、役員選出された役員の新しい力と新たな

る熱意で、会を運営し、発展していただくよう任期

である2年間の活動に期待する。

議長：樋口清孝　続けて平成24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24年度予算書（菓）

理事：金田幹雄　議長の求めにより神山会長に代

わり資料にもとづき提案する。

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468名に新入会者を20名と見積った

が、会員数が昨年度より減少したため、今年度より

減額となった。賛助会員は、23年度に1社増え、

3万円の増。

事業収入の研修会収入は、今年度の実績を考慮し

10万円減額とした。

結果、当期収入合計で、昨年度よりも13万5千円

減の705万6千円。

繰越金を35万円と見積もり、収入合計で前年度よ

り18万5千円減の740万6千円とした。

次に、支出の部。収入が減額となっていることか

ら支出も減額とした科目が多くなっている。

管理費は、22年度、23年度実績をもとに予算配分

し、前年度よりも7万円の減。

事業費は、24年度事業計画（案）にもとづき、か

つ23年度の実績を踏まえて予算配分した。

マンモグラフイ研究会と消化管研究会への助成金

は、減額せず、例年通りそれぞれ10万円とし、会誌

及び情報誌「あすた－と」の印刷費と永年勤続表彰

などの事業費のみ増額とした。

基金積立支出は、今年度同様2万円の予算とした。

議長は第1号、第2号の各議案について質疑を

諮ったが特に無かった。

議長は、まず第1号議案について採決をおこなった。

その結果、一書面表決者44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おこなった。

書面表決者44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号試案の（案）を削

除するよう指示をした。

第3号議案　平成24年度スローガン（案）

議長：樋口清孝　資料にもとづき、平成24年度ス

ローガン（案）「公益法人格を取得しよう」「平成24年

度関東甲信越診療放射線技師学術大会に参加しよう」

を読み上げる。

議長：樋口清孝　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号議案について採決をおこなったとこ

ろ、書面表決者44名のうち、反対が1名いたが、会場出

席者の採決は全員賛成であり、賛成多数にて本議案は

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　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。

第5号議案　平成24・25年度役員選挙

議長：樋口清孝　選挙管理委員会に平成24・25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

告を行う。

平成23年12月9日金曜日に、平成24年度、平成25

年度役員立候補者の選挙公示をおこなった。

立候補届出期限である平成24年2月10日金曜日、

理事立候補者18名、監事立候補者2名の届け出が

あった。

会長立候補1名、副会長立候補2名、理事立候補

15名、監事立候補2名について平成24年2月24日金

曜日、資格審査をおこない、その結果問題はなかっ

た。

平成24年度・平成25年度役員候補者として、会長

立候補1名、副会長立候補2名、理事立候補15名、

監事立候補2名の立候補届を受理し、平成24年3月

1日木曜日、候補者名の公示をおこなった。

これより、役員候補者の名前を読み上げる。
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会　長候補　　神山辰彦

副会長候補　　茂木常男

野澤幸二

監　事候補　　川口俊郎

若林忠恭

理　事候補　　吉成亀蔵

樋口清孝

遠藤奈美

小黒　清

金田幹雄

福田敏幸

大築慎一

牧畠正道

柏崎克彦

黒川元晴

江原信隆

長沢雅史

（自治医科大学附属病院）

（足利赤十字病院）

（栃木県立がんセンター）

（東立行政法人国立病院楼店栃木病院）

（国際医療福祉大学塩谷病院）

（大田原赤十字病院）

（国際医療福祉大学）

（上都賀総合病院）

（禰協医科大学病院）

（濁協医科大学日光医療センター）

（栃木県済生会宇都宮病院）

（栃木県済生会宇都宮病院）

（栃木県立がんセンター）

（宇都宮記念病院）

（芳賀赤十字病院）

（佐野厚生総合病院）

（佐野市民病院）

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）

斎藤　稔（厚生連下都賀総合病院）

以上である。

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、

「締め切り日を経過しても立候補者が役員定数を超

えないときは、総会において無投票により当選者を

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。

選挙管理委員長は、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、理事立

候補者、監事立候補者の平成24・25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、本日の議案が全て承認されたことを確認

し、第85回総会における議案がすべて議決完了した

ことを宣し、議長席を降壊した。

副会長：野澤幸二　閉会を宣し午後12時05分散会

した。

日　　時：平成24年6月16日仕）午後5時（油分 

場　　所：ニューサンピア栃木　会議室〈鹿沼市栃窪1255〉 

総会員数：460名 

出席会員数：307名（内訳：本人出席者32名、委任状出席者237名、書面表決出席者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年功労表彰がおこなわれ、35年功労者9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：寺島洋一　総会運営委員会より

報告する。本日、平成24年6月16日午後5時00分現

在での社団法人栃木県放射線技師会の正会員数は

460名である。本日の会場出席者数32名。委任状に

よる出席者数237名。書面表決による出席者致38名

である。したがって有効出席者数は307名となり、

本会定款24粂「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。

続いて議場に、議長、議事録作成人並びに議事録

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、議事録作成人に理事福
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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、議案の審議に入っ

た。

議長：柳沢三二朗　第1号議案平成23年度事業経

過報告、および第2号議案平成23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号試

案平成23年度事業経過報告を執行部より報告額いた

い。

会長：神山辰彦　議長の求めにより平成23年度会

務経過の捻括を資料にもとづき報告する。

311東日本大震災から一年以上が経過した。震

災の復旧・復興をすばやく図るということであった

が、何も進んでいないように思える。政府や国は、

もっと目に見える形で成果を示すことができないも

のだろうか。何とも歯がゆい気持ちになっている。

「極限的な状況のもとでも、静かに整然と秩序を守

る日本の人びとを見て、たいへん感服しすぼらし

い。」という感想が外国メディアから聞こえてきた

が、報道ではあまりされないが、震災に便乗した犯

罪や問題行為が発生している。日本人は本当に良い

人種なのか、人間の本質は外国人と同じなのでは、

など考えさせられた。福島第1原子力発電所の事故

直後からの放射線被ばく問題が、出口の見えない迷

宮状態となっている。恐怖心を煽るような情報や発

言などがテレビや出版物、ネットに溢れ、放射線の

脅威を植え付けてきている。「正確な情報はどこに

ある？」という状況の中、放射線を『菜』とする診

療放射線技師の果たすべき役割があると思う。低線

立放射線の影響というものをしっかりと啓発できる

ようにして欲しい。

平成23年度の本会の活動は、すべて予定どおり開

催することができた。特筆は日放技との合同でフ

レッシャーズセミナーを初めて開催したことであ

る。新規採用者22名が参加し、感染対策、医療安

全、気管支解剖など学んだ。昨年、3．11東日本大

震災で中止となった学術研究発表会は、特別講演

（Aiとは）及び11題の演題発表、ショートムービー

（一枚のコイン）上映を行い、国際医療福祉大学

の学生が多数参加して大成功に収めた。放射線パネ

ル展は、とちぎ健康の森にて卒後教育講座に合わせ

て開催した。来場者の数が少なかったことを今後の

課題としたい。1地区～5地区による卒後教育講座

は、地区毎に独自色を発揮し開催された。特に第2

地区は2匝l開催し、技師会の活動を盛り上げてくれ

た。各地区も年2回開催を目指して欲しい。マンモ

グラフイ研究会は2回、消化管撮影研究会は3回開

催され、精度管理、撮影技術のレベルアップに努め

た。

本年10月6日仕上7日（日）に、関東甲信越診療放射

線技師学術大会を本会が担当県となり開催する。そ

の大会の実行委員会を7月に発足し準備に入った。

昨年は山梨県甲府市で開催され、委嘱した実行委員

12名が参加し、会場等の視察を行った。本大会が大

成功で終了するよう演題登録および参加登録をお願

いする。

特例民法法人である本会は、平成25年11月30日ま

でに一般社団法人への移行認可又は公益社団法人へ

の移行認定を受けなければ解散となる。県の東新回

答により、本会が公益法人に移行認定することは無

理であると判断した。『放射線技師の職業倫理を高

揚し、医療放射線に関する技術及び知識の向上を図

り、もって県民の医療と保健の維持発展に寄与す

る』これが本会の存在価値であり目的でもある。本

会のすべての事業（卒後・学術研究発表会・パネル

展・会誌発行など）が県民のためにあるという本会

の考えと県の法律準拠した考えが大きく禿離してい

たこと、これがすべての原因である。例えば、県は

会員のみならず県民に無償（不特定多数の利益のた

め）で会誌等（会誌・情報誌）を発行するように言

う。それでは会誌発行を公益事業から外せばと考え

たが、（会費の50％以上を公益事業）とするに該当

しなくなり会員の少ない本会は大きなリスクを背負

う。ここで無理をして公益格を取得しても維持でき

なければ（2度と一般社団には戻れない）解散の憂

き目となる。そこで、先ず一般社団法人格を取得し

てから将来を考えていきたい。この総会で「公益法

人格取得取り消しと一般法人格取得への方向転換」

の議案を改めて提出するので、ご理解の上、ご承認

をいただきたい。

第84回定期総会（6／25）は、平成22年度の事業・

会計・監査を報告し承認された。第85回定期総会

（3／11）は、第7回学術研究会に合わせて開催

し、議案および役員選挙を行いすべて承認された。

2年間役員を引き受けてくださった方々に感謝する

とともに、新役月の今後の活動に期待する。

平成23年度の会務詳細報告については、各部の報

告とする。
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議長：柳沢三二朗　続いて、第2号議案平成23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もとづ

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こととする。

まず、収支計算書を見ていただきたい。

〈収入の部〉

会費収入は正会月、賛助会員合わせ4．945．000円で

あった。なお、賛助会員会費収入の備考欄では13社

となっているが、14社の誤りであり、訂正してほし

い。

事業収入は1，274，000円であった。雑収入の82，585

円は日放技の業務委託料であり、前年度繰越金

528，996円を含め、平成23年度収入は6，832．923円で

あった。

〈支出の部〉

管理費支出は2546，927円、事業費支出は3，459，780

円であった。

平成23年度の収入から支出を差引いた当期収支差

額は、277，220円となり、平成22年度からの繰越金

を含め806，216円が平成24年度へ繰越となった。

積立基金は一般会計より20．∝沿円繰り入れたが、平

成24年度関東甲信越学術大会準備のため、1，000，000

円を支出し、940，（氾0円が繰越となった。

次に、貸借対照表をについて、平成24年度関東

甲信越学術大会へ1，000，000円を支出したため預金が

750．000円程減少し、平成23年度の正味財産は前年

度よりも534，735円の減という事になった。

次に正味財産増減計算書で、正味財産の平成23年

度内の変動状況を確認していただきたい。

前年度と当年度の増減並びに個々の科目ごとの状

況を見て、正味財産が減少した状況を確認していた

だきたい。

経常収益の正会員受取会費の175．000円の減は会

員数の減少によるものである。事業費はほぼ前年度

同様となり、管理費の支出が減少した。

最後に財産目録であるが、こちらで預金と未収金

の内訳を確認してほしい。

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、まず第1号議案について採決をおこなっ

た。

その結果、書面表決者38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

が可決承認された。

議長は、続いて、第2号議案について採決をおこ

なった。雷面表決者38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号議案が可

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。

議長：柳沢三二朗　続いて第3号議案平成23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21日土曜日、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　（

貞立ち会いのもと監査を実施した。監査の結果、会

計については誤り無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

ており問題は認められない。年度事菜計画における

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23年度監査報告について

の質問等を議場に諮ったが、特に無かった。

議長は、第3号議案平成23年度監査報告の承認に

ついて採決をおこなったところ、書面表決者38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3号議案が原案どおり可決承認された。

議長：柳沢三二朗　総会資料の訂正をお願いした

い。総会資料第4号議案「公益法人格取得と一般法

人格取得への方向転換について」とあるのを「公益

法人格取得取り消しと一般法人格取得への方向転換

について」と「取り消し」を追加していただきた

い。

議長：柳沢三二朗　第4号議案公益法人格取得取

り消しと一般法人格取得への方向転換について、執

行部より報告いただきたい。

会長：神山辰彦　議長の求めにより報告する。第

81回総会において公益法人格取得を目指すことにつ

いて承認をいただき、執行部はその事に基づき県と
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の相談会などに臨み、公益法人格取得を目指し努力

してきた。しかしその結果、公益法人格取得は非常

に厳しい状況であるとの判断に至った。この際、第

81回総会で承認いただいたことを取り消し、一般社

団法人格取得を目指すという方向転換について今総

会でご承認をいただきたい。

議長：柳沢三二朗　今後の組織のあり方について

の議案であるので些細なことでも質問があればお受

けしたい。

議長は、公益法人格取得取り消しと一般法人格取

得への方向転換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4号議案公益法人格取得取り消しと一

般法人格取得への方向転換について採決をおこなっ

たところ、書面表決者38名のうち1名が反対であっ

たが会場出席者による採決は全員が賛成であり、賛

成多数をもって第4号試案は原案どおり可決承認さ

れた。

議長：柳沢三二朗　続いて第5号議案のその他に

ついてであるが執行部から何かあるか。

会長：神山辰彦　第4号議案に関連しての報告で

あるが、近県の状況については、埼玉県が公益を取

得し会の名称を診療放射線技師会と、「診療」の文

字を頭に冠した。東京都は、名称はそのままで公益

を取得した。茨城県が公益を目指して申請中であ

る。本県と新潟県および群馬県は一般法人格を取得

巾　　する方向で動いている。埼玉県では会員用と県民用

のことおりの会誌を発行するなど、苦労している状

況である。公益を取得してからが非常に大変なので

はないかと思う。一旦公益格を取得すると一般格に

戻ることはできずに解散しなければならないことに

なるので、これは避けなければならない。解散する

場合は、本会の持っている財産を、類似の活動をお

こなっている団体に寄付しなければならなくなる。

全国的には公益と一般が半々と言った状況であり、

比較的西日本は公益が認められやすいような傾向に

あるように感じる。

議長：柳沢三二朗　会場から何か質問はないか。

会員：柴　信治　確認だが公益法人と一般法人の

違いについて簡単に説明願いたい。

会長：神山辰彦　収益事業を行っている団体であ

れば、公益法人だと税制の優遇措置が受けられる

が、栃木県放射線技師会においては、収益事業を

行っていないためどちらでも差は無い。言葉はよく

ないが、「公益」と「一般」というブランドのよう

なものである。先ほど説明したが、栃木県内では医

師会が一般社団法人に移行している。今月12日の栃

木県との相談会においても、我々が考えているほど

「公益」と「一般」の差は無いとの説明であった。

会員：柴　信治　一般法人のほうが公益法人より

も取得しやすいということか。

会長：神山辰彦　そうである。

議長：柳沢三二朗　他に何かないか。

会員：松田悟志　埼玉県が放射線技師会の名称を

変更して、「診療」を頭に冠することになり、東京

都はそのままの名称で公益法人格を取得したとの説

明であったが、この名称で「診療」を頭につけるか

どうかについては、日本放射線技師会からの指導と

かは無く、各県技師会の意向に任されているのか。

会長：神山辰彦　日本放射線技師会は、我々の国

家資格の名称が「診療放射線技師」であるので、公

益法人格を取得したときに「診療」を冠したかった

が、その前の総会で議題にあげなかったためできな

かった。今後、定款を改正して「日本診療放射線技

師会」に改称する予定である。可能であれば各都道

府県技師会も「診療放射線技師会」としていって欲

しいという意向である。

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、本日の第86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29分散会

した。
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日　時：平成23年5月6日倹）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、牧島正道、金田幹雄、柏崎克彦 

柳沢三二朗、樋口清孝、ノト黒　酒、遠藤奈美、松田悟志、黒川元晴、高杉佳伸 

大築慎一、寺島洋一、吉成亀蔵 

（監事）若林忠恭 

欠席者：（監事）川口俊郎 

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

て議事録著名人に副会長野揮幸二、理事牧島正道、

古記に理事吉成亀蔵が選任された。

第1号議案　平成22年度第5回理事会議事鐘の承認

並びに会長報告

議長：神山辰彦　平成22年度第5回理事会議事録

の承認を求める。

＜第5回理事会議事録の訂正＞
・第2号議案の段落位置違いの訂正と独協を濁協へ

訂正
・第11号議案の終了の後に入る承認・閉会の文書が

欠筆していることを訂正

議長は22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：神山辰彦　2月4日平成22年度第5回理事

会以降の動きを資料にもとづき報告する。

2月7日（月）栃木県立がんセンター道営連絡協議

会（栃木県立がんセンター）〈会長出席〉　医師

会・看護師会・薬剤師会・放射線技師会・検査技

師会・患者代表・マスコミ代表（FM栃木）・県

より北澤保健福祉部長

2月12日山　北関東地域放射線技師会役員会（拡

大会長会議）さいたま市〈会長・野澤副会長〉群

馬大会の詳細会計報告を頂く。来年度の栃木大会

の説明を野澤副会長より説明し了解を得た。

2月20日（日）日本放射線技師会主催診療放射線技

師基礎講習・MRI検査（濁協医科大学）担当者

会長・福田常務理事・金田理事・牧島理事・′ト黒

理事（講師）75名申込　参加71名

2月28日（月）特例民法法人に対する立入検査（県

の立入検査）本会事務所〈会長・福田常務理事・

矢野事務月〉　来年開催予定の関東甲信越診療放射

線技師学術大会栃木大会における宿泊並びに懇親

会についての打合せ。（宇都宮東武ホテルグラン

デ）〈会長・福田常務理事〉

3月12日仕）第83回総会（第6回学術大会・第3

回卒後教育講座は中止）

4月10日（日）吉原淳一元理事御尊父様葬儀出席

〈会長〉

第2号議案　平成22年度事業経過報告について

議長：神山辰彦　別紙資料にもとづき平成22年度

事業経過報告について説明する。誤字・脱字があれ

ば、事務所へ連絡すること。

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22年度会計決算報告について

理事：金田幹雄　議長の求めにより、別紙資料に

もとづき平成22年度会計決算報告について説明する。

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4号議案　平成22年度監査報告

監事：若林忠恭　4月16日仕）16時～本会事務所に

て監査会を実施した。会務その他、会計畜類等を厳

正に監査した結果、特に問題等はなかった。

第5号議案　平成23年度第1回卒後教育講座開催に

ついて

理事：吉成亀蔵　議長の求めにより資料にもとづ

き報告する。
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・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　電話0289－65－1131）

担当オオヌキ

・受　付．14：30　　　開始：15：00

・内　容．「画像データの外部委託保管サービスに

ついて」

・講　師　GEヘルスケアジャパン・ケアストリーム（2社）

・参加費．500円

以上の内容にて開催予定である。

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　社団法人栃木県放射線技師会第84回定

期総会開催について
・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　電話0289－65－1131）

・受付時間：16：45　　　開始■17：00

・受　付：総会運営委員

・式次第：牧島総務部長

総会次第と担当役員選出

総会の司会●牧島理事

1、開会の辞　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

給会道営委員長　大築理事

1地区●吉成理事（大田原赤十字病院）

2地区　′J、黒理事（媚協医科大学病院）

3地区●大築理事（栃木県済生会宇都宮病院）

4地区・高杉理事（佐野厚生総合病院）

5地区　寺島理事（自治医科大学附属病院）

5、議長選出　遠藤奈美理事（執行部案）

6、書記並びに議事録著名人選出

書記　福田常務理事（執行部案）

議事録著名人

7、議事

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

野澤副会長、牧島理事

（執行部案）

平成22年度事業経過報告

平成22年度会計決算報告

平成22年度監査報告

その他

公益法人移行に向けた日本放射線技師会

総会代議員3名と補欠1名が選出された

（神山会長・野澤副会長・福田常務理

事・補欠金田理事）

8、閉会の挨拶　野澤副会長

卒後教育講座終了後、恒例の意見交換会を開催す

る。

理事会資料参照

理事：小黒　溝　全地区役員会については、現在

2年に一回開催しているが総会の時に行った方が良

いのではないか。

議長：神山辰彦　開催方法と通信費等を検討する。

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7号議案　各部・各地区報告

◎部会報告

事務局：福田常務理事
・別紙参照（平成23年2月6日～5月6日）

新入会希望者について、入会が承認された。

総務部：牧鳥総務部長
・平成23年度タイムスケジュール表（別紙）

財務部：金田財務部長
・別紙参照

会費未納者の対応について：会員数が減らない方

向で検討していく。

学術部：柳沢学術部長
・卒後教育講座を3回／年行っているが、トピック

ス的なものがあれば不定期で勉強会などを開催し

たい。理事の方は連絡してほしい。

広報部：樋口広報部長
・次回の会誌（103号）一7月11日（月）、原稿6月27

日（月）締切

内容が学術等の原稿が少ない。第2地区（Al）・

第2回卒後（ドクターヘリ）・第5地区（標準予

防策）・23年度第1回卒後・報告（第84回総会・

第1回卒後）震災特集を入れたい。
・あすた－と27号　震災に関する原稿を追加した。

月曜日発行予定だが若干遅れる可能性がある。

組織部：柏崎組織部長

特になし

企画部：小黒企画部長

特になし

地域医療対策部：高杉地域医療対策部長

ー63－



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
・第1地区　吉成理事　特になし

・第2地区　′J、異理事　特になし

・第3地区　大築理事　特になし

・第4地区　高杉理事　特になし

・第5地区　寺島理事　特になし

地区活動は、年2回以上行ってもよい。（予算は

規定通り）

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号議案　公益法人格取得委員会報告

別紙参照（訂正して再提出する）

試長は、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9号議案　その他

議長：神山辰彦　日本放射線技師会・北関東地域

技師会関連事項について報告する。
・日本放射線技師会から放射線技師の実態調査（非

会員の方）あてに協力要請（締切5／30）。（厚

生省で結成したグループ：注腸・CTの造影剤・

針抜きの業務をどうするか。）
・教育委員については、気管支の解剖の講習を吉成

亀蔵理事が受講してきた。
・日本放射線技師会から各県開催でフレッシャーズ

セミナーを8月までに開催するように指示があっ

た。本会としては、7月～8月に実施すべく計画

を立てることとし、会場の設定、講師の選任をお

こなう。

・日本放射線技師会基礎講習は、茨城県と栃木県は

震災の被災県ということで実施不可。埼玉県、新

潟県（群馬県）で開催予定。

8月に－舷梯影（埼玉県）、10月CT認定講習

（埼玉県）、10月MR（新潟県）、12月消化管

（埼玉県）、2月核医学（新潟県）で開催予定。

フレッシャーズセミナーー埼玉県（5／15）・茨

城県、（栃木県、群馬県は準備段階、新潟県は今

年度見送り、群馬県は未定）
・放射線管理士委員、機器管理士委員：埼玉・新潟

にて選任。

・関東甲信越診療放射線技師学術大会（野澤副会

長）●別紙参照、栃木県総合文化センターの本予

約を行った（4月）。宇都宮東武ホテルグランデ

の仮予約。第1回実行委員会を9月に行いたい。

60名程度の実行委員を試算。（各施設に委員の派

遣依頼、学生アルバイトの活用など）
・4月23日仕）日本放射線技師会常務理事会：会員数

500人減（750万減収入）ということで各事業2％

のコストダウンを考えてほしい。

・地震災害対策委員会：サーベイHl5．462名、遺体

のサーベイをどうするか？

・認定制度委員会　教育研修施設の認定と指導者の

認定をするに当たり、管理士・機器管理士・実習

指導者の所持者（733名）を指導者（認定放射線

技師）とし、この指導者の施設が483施設あり、

ここを施設認定し3年間研修すれば広告できるよ

うにする。

・退会者の年齢層　40歳代＞50歳代＞20歳代　退会

者を減らしたい。

議長はその他について諮ったところ特になく、以

上、本日の議案がすべて承認されたことを確認し　　′－、

た。

議長は本日の平成23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：神山辰彦　閉会を宣し、午後8時40分散会

した。
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日　時：平成23年7月22日陰）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、野澤幸二、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、柏崎克彦、樋口清孝 

小黒　清、高杉佳伸、寺島洋一、松田悟志、大築慎一、黒川元暗、遠藤奈美 

（監事）若林忠恭、川口俊郎 

欠席者：（理事）茂木常男、柳沢三二朗、吉成亀蔵 

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、議事録作成人並びに

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、議事録作成人に理事小黒清が選任された。

第1号議案　平成23年度第1回理事会議事鍋の承認

並びに会長報告

議長：神山辰彦　平成23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＞

4ページ　広報部報告で第2地区（AI）を

（Ai）に訂正、あすた－との段落を

合わせるように訂正

議長は平成23年度第1回理事会議事録の承認につ

いて諮ったところ、満場一致で承認された。

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。

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号譲葉　平成23年度第2回卒後教育講座（公開

講座）の開催について

議長の求めにより理事高杉佳伸資料にもとづき報

告する。

開催日時は平成23年11月5日吐）とちぎ健康の森

にて開催の予定

内容は「健診について」詳細について今後検

討。講師は東芝に依頼する予定。

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3号議案　平成23年度第27回日本放射線技師総

合学術大会（青森県）について

理事：福田敏幸　参加券の割振りが31枚、情報交

換会参加券8枚が割当てられている。事前登録は各

県の技師会を通して購入することになっているので

事務所に連絡してほしい。

議長：神山辰彦　発表者は参加券の補助があるた

め事務所に連絡すること。

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年度関東甲信越診療放射線技

師学術大会（山梨県）について

議長：神山辰彦　前日会長会議がある。そこに会

長のほか2、3人出席してほしい。是非、山梨県大

会にできるだけ多くの理事が参加して見て欲しい。

旅費及び交通費は、実行委貞会で支給するので病院

の負担にはならないようにする。

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　平成24年度関東甲信越診療放射線技

師学術大会（栃木県開催）について

議長：神山辰彦　理事会終了後、実行委員会発足

の会議を開催するので詳細はその時説明する。

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　診療放射線技師のためのフレッシャー

ズセミナー開催について

議長：神山辰彦　資料にもとづき日時、場所、内
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容を報告する。

昼食は無料で栃木県技師会が負担、そのほか日本

放射線技師会より1．200円程度するカルテ辞典を贈

呈する予定。講師は、それぞれマナーエチケットを

神山会長、医療安全を福田常務理事、感染対策を神

山会長が行う予定。昼食の時間に技師会の紹介をす

る。基本的には入会促進のためのフレッシャーズセ

ミナーであり技師会紹介は金田理事が行う予定。午

後の気管支解剖は、書成理事が行う予定。

当日の役員は、受付、講師など全てを神山会長、

福田常務理事、金田理事、吉成理事で行う予定。

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7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、退会、転出、会の動きについ

て報告する。

議長は、新入会届けが提出された5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。

理事：野澤幸二　7／14の栃木県がん集検協議会

総会・学術講演会に出席したので資料へ追加してほ

しい。

（総務部）

理事：放鳥正道　資料にもとづき報告する。

公益法人取得委員会報告では、定款、事業内容を

訂正して再度県のほうに提出した。文吉学事課から

厳しい回答であったのでかなり変更した。現在の状

況として職能団体は栃木県では取得は難しい印象で

ある。文書学事課より学術発表会に関して会員以外

の者の発表をさせない理由について修正等をもとめ

られた。非会員の参加が会員と同等に可能であるこ

とは、会の存在価値がなくなるような気がする。ま

た県では出版事業は認めないので串兼から外した。

今回の修正点を見直して再度、文書学事課に事前

チェックを申請した。

（財務部）

理事：金田幹雄　資料にもとづき会費納入状況、

未納者、賛助会員の会費未納社を報告する。

今回会誌が発行されたが23年度分の広告費が未納

のメーカーまで広告掲載されている。

議長：神山辰彦　未納の賛助会員はコニカミノル

タだけで、賛助会員はやめたくないという話なので

遅れてもいいから徐々に払っていただくようにす

る。

（学術部）

理事：寺島洋一　特になし

（広報部）

理事：樋口清孝　次回の会誌103号は、7月7日

から準備して発行したが少し遅れた。あと、投稿さ

れた会員2名に1，000円のクオカード贈呈すること

にし矢野さん方から郵送することにした。次回のあ

すた－と28号は、10月11日発行予定。原稿の締め切

りは9月27日㈹までにお願いしたい。

（組織部）

理事：相場克彦　特になし

（企画部）

理事：小黒　溝11月5日のとちぎ健康の森で行

われる第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する方向で考えてい

る。

（地域医療対策部）

理事：高杉佳伸　特になし

（女性部）

理事：遠藤奈美11月19日に宇都宮済生会病院で

マンモ研究会が実施される。そのあとに女性技師を

集めて会を開催予定。参加人数を把握するためマン

モ研究会の案内状に掲載予定。開催場所は検討中。

◎各地区活動報告
・第1地区

議長：神山辰彦　吉成理事が欠席であるが、特に

申し送りはない。

・第2地区

理事：小黒　清　7月8日に地区役員会を開催

し、今年度は年2回実施することにした。第1回2

地区卒後教育講座は、平成23年10月29日仕）第2回卒

後教育講座は平成24年1月28日仕）に開催予定。場所

は濁協医科大学病院臨床研修センターを予定。第1

回目のテーマは「これだけは習得しよう。CT、MR

の基礎」に決定し、シーメンス、東芝に講師を依頼

する予定。第2回卒後教育講座のテーマは、「北米

放射線医学会の最新情報」で講演メーカーについて

は未定。病院見学会はPETセンターを予定。「あす

た－と」の発行に合わせて開催案内の広報を樋口理

事にメールする予定。
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・第3地区　理事：大築慎一　特になし。

・第4地区　理事：高杉佳伸　特になし。

・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8号議案　その他（報告事項と確認事項等）

議長：神山辰彦　北関東地域拡大会長会議・教育

委員会合同会議の報告を資料にもとづき報告する。

1、今後の役員会予定について

茨城県の方は震災フリーパスを持っていたので水

戸から来ると無料だというので車1台で来たと報

告。10月14日に関東甲信越地域学術大会前日に役員

会があり、教育委月も参加ということで吉成理事も

参加する。平成24年7月に栃木県大会の会場視察。

平成24年10月5日14時より関東甲信越地域学術大会

前日に役員会、16時より北・南合同会長会議。平成

25年2月は群馬が担当し会場は担当県に任されてい

て、交通費は各県が負担する。

2、日放技の基礎講習会日程について

今回新たに一般撮影、消化管、核医学が追加に

なったことを報告。来年は関東甲信越地域学術大会

があるのでそれ以降に開催を考えなければならな

い。

3、フレッシャーズセミナーについて

埼玉県は終了、茨城県は7／10終了20名参加、栃

木県は8／28予定、群馬・新潟は実施しない。

4、その他

・福島県鈴木会長が7月16日朝に急逝され、本会と

北関東地域から香典を出した。
・日放技の学術大会が平成24年9月28日～30日に名

古屋国際会議場であり、栃木県大会の1週間前に

なるため、栃木大会の演題の数が少なくなる可能

性がある。
・女性診療放射線技師サミット開催が東京晴海で開

催予定であり、栃木県より代表者1名参加要請が

あるため、マンモ研究会のあとに開催する女性部

会の際にだれか出席を依頼して欲しい。
・公益法人進捗状況を資料にもとづき報告。

・来年の栃木学術大会の進捗状況を実行委員長で

ある野澤副会長よりテーマ、ポスター案、交通案

内、会場レイアウトなどを北関東地域拡大会長会

議にて報告した。
・埼玉県技師会60周年記念会を平成24年1月8日に

開催予定であり本会からも参加する。
・青森大会期間中に会長会言紋日とシステム適用委員

会（封を開催予定なので、可能であれば本会からど

なたか出席してほしい。

・群馬県の会長が今年4月から、高橋氏から町田氏

に変更になった。

議長：神山辰彦　日本放射線公衆安全学会の入会

について、本会に法人会員での入会案内が届いた。

法人会貝は、会費10，000円。全国21都道府県が法人

会員で法人会員350名。法人会員になると日本放射

線公衆安全学会より月2回メールが来て、学会誌が

3部程度配布されるとのこと。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

法人会月になることによりメールを本会会員に通知

しても良ければ法人会月に入会することが満場一致

で承認された。また雑誌については、本会事務所に

保管することが決定された。

議長：神山辰彦　株式会社ドクターネットが本会

賛助会員に入会したい旨報告。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で賛助会員入会が承認された。

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23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

壊した。

議長：神山辰彦　閉会を宣し、午後7時30分散会

した。
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日　時：平成23年9月22日位）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、野澤幸二、福田敏幸、牧島正道、金田幹臥柳沢三二朗 

樋口清孝、′ト黒　酒、松田悟志、大築慎一 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

悪意誓‥（理事）柏崎克彦、吉成亀蔵、高杉佳伸、寺島洋一、黒川元晴・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、議事録作成人並びに

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、議事録作成人に理事大築慎一が選任された。

第1号議案　平成23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23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＞

1ページ　書記を議事録作成人に訂正

4ページ　日本放射線公衆学会を日本放射線公衆

安全学会に訂正。会費10000円を10．000

円に訂正。

議長は、平成23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。

8月28日　診療放射線技師のためのフレッシャーズ

セミナー開催。（済生会宇都宮病院）

9月8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9日　第51回栃木県公衆衛生大会（栃木県総

合文化センター）

9月16～18日　第27回診療放射線技師総合学術大

会開催。（青森市）

9月17日　全国会長会議開催。（青森市）

第2号譲葉　第2国卒後教育講座（公開講座）の開

催について

理事：柳沢三二朗　議長の求めにより報告する。

日　時　平成23年11月5日吐）

14　30受付15●（泊開演

場　所．とちぎ健康の森　大会議室

内　容　検診における画像診断について

東芝メディカルシステムズ　鈴木弘志氏

また、放射線パネル展を同時開催予定。（多目的

ホールを借用済み）

講座の開催広告が下野新聞に掲載される予定。

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3号議案　平成23年度第27回日本放射繚技師総

合学術大会（青森県）について

会長：神山辰彦　資料に基づき報告する。
・本県の大会事前登録券18枚、情報交換会事前登録

券5枚。
・本県からの参加券補助8名（発表者、座長）、情

報交換会の日本酒1本を提供。

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年度関東甲信越診療放射線技

師学術大会（山梨県）について

会長：神山辰彦　資料に基づき報告する。
・10月14日蜂）宿泊者：神山辰彦、茂木常男、野澤幸

二、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、小黒　清、

樋口清孝、吉成包蔵、寺島洋一、大築慎一

14・00～　拡大会長会議参加者　神山辰彦、茂木

常男、野澤幸二、福田敏幸、牧島正道、吉成亀蔵

拡大会長会議、および情報交換会にて栃木大会実行

委員長の野澤が次回大会のプレゼンを実施する。
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・10月15日比）宿泊者．神山辰彦、茂木常男、野澤

幸二、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、柳沢三二

朗、小黒　清、樋口清孝、吉成亀蔵、寺島洋一、

大築慎一

・10月16日伯）閉会式にて次年度開催の挨拶（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5号議案　平成24年度関東甲信越診療放射線技

師学術大会（栃木県開催）について

第3回理事会終了後に開催される第1回実行委員

会にて報告する。

－　　第6号議案　診療放射線技師のためのフレッシャー

ズセミナー開催報告について

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。

平成23年8月28日伯）済生会宇都宮病院にて実施

参加者21名（そのうち15名が新規採用者）

来年度は6月までに開催する予定

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7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基づき

報告する。資料の5人の方から新入会届けが提出さ

れた。入会を認めてよいかお諮りしたい。

議長は、入会希望者の入会について議場に諮った

ところ、満場一致で5名の入会が承認された。

理事：福田敏幸　株式会社ドクターネットより賛

助会員として入会したい旨、届出があった。入会を

認めてよいかお諮りしたい。

議長は、株式会社ドクターネットの入会ついて可

否を諮ったところ、満場一致で入会が承認された。

理事：福田敏幸　第51匝l栃木県公衆衛生大会の表

彰者は次の通りである。

知事表彰　小野光也氏（上都賀総合病院）

阿部　華氏（栃木県済生会宇都宮病院）

大会長表彰●手塚章一氏（大田原赤十字病院）

猪蘭智哉氏（濁協医科大学病院）

武藤美子氏（芳賀赤十字病院）

高田　守氏（佐野市民病院）

（総務部）

理事：放鳥正道　議長の求めにより公益法人格取

得委員会について報告する。7月15日陸川こ所轄で

ある県医事厚生課に再度修正した申請内容の事前

チェックを依頼した。公益法人格取得に関するアン

ケート調査は回答済みである。

（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。

会費納入状況については資料のとおりである。

第27回日本放射線技師総合学術大会において、演

邁発表者7名と座長11名に参加券を助成した。

（学術部）

理事：柳沢三二朗　議長のもとめにより報告する。

第7回学術研究発表会の演題を募集中である。第

3回卒後教育講座については富士フイルムに依頼。

内容は未定。

（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28号の発行予定日が10月11日

で、原稿の締め切りは9月27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）

議長：神山辰彦　柏崎理事が欠席であるが、ホーム

ページに掲載したい情報があれば申し込んでほしい。

（企画部）

理事：小黒　清　議長の求めにより報告する。放射

線パネル展を第2回卒後教育講座と同時開催予定であ

る。開催時刻は午後1時から4時を予定している。

昨年同様にマンモファントムを済生会宇都宮病院

から借用したいので、可能かどうかの確認をお願い

したい。

理事：福田敏幸　可能と思われるが、確認して連

絡する。

理事：小黒　清　パネルの説明要員を何人かにお

願いしたい。

（地域医療対策部）

議長：神山辰彦　報告事項は聞いていない。

（女性部）

議長：神山辰彦　遠藤理事より11月19日仕）に予定

されていた女性限定の情報交換会は中止にした。10

ー69－



∃籍l局田告

月22日～23日に、日本放射線技師会が主催する女性

サミットに遠藤理事が参加する予定。今後、女性部

が主催する勉強会を開催したい意向である。

◎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）

吉成理事欠席のため特になし。（会長神山辰彦）
・第2地区（小異理事）

日　時　第1回　平成23年10月29日仕）、

第2回　平成24年1月28日仕）

場　所●濁協医科大学病院

内　容：第1回「これだけは習得しよう。CT、MR工の基礎」

第2回「北米放射線医学会の慮新情報」
・第3地区（大築理事）

未定であり、早急に地区幹事会を開催する予定で

ある。

・第4地区（高杉理事）

日　時：平成23年12月3日仕）

場　所●佐野厚生結合病院

内　容　CT、MRI、RIの心臓の検査。お互いの

特長など。
・第5地区（寺島理事）

日　時：平成23年11月下旬ごろ

場　所：自治医科大学附属病院

内　容：小児科の画像診断に求められること。ノ」、

児の画像でどこをみているか。

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8号議案　その他（報告事項と確認事項）

議長：神山辰彦
・乳がん検診啓発ショートムービー製作実行委員会

に、賛助金1万円を振り込んだ。

・日本放射線公衆安全学会へ、法人会月として入会

した。（入会金1万円を支払った）

・日本放射線技師会会長会議（青森）報告

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23年度第3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。

会長：神山辰彦　閉会を宣し、午後7時30分散会

した。

日　時：平成23年11月29日（ノd　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B 

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、小黒　清 

柏崎克彦、樋口清孝、柳沢三二朗、吉成亀蔵、寺島洋一、黒川元晴、大築慎一 

高杉佳伸、遠藤奈美 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

苦纂誓：（理事）松田悟志 

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、議事録著名人並びに

議事録作成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、議事録作成人に理事高杉佳伸が選任された。

第1号議案　平成23年度第3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23年度第3回理事会議事録

の承認を求める。

議長は平成23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1日　栃木県総合文化センターへ抽選会〈神山

会長、野澤副会長、福田常務理事〉

10月14日　北関東及び南関東会長会議〈神山会長、

茂木副会長、野澤副会長、福田常務理

事、牧島理事、吉成理事〉

10月15、16日　関東甲信越診療放射線技師学術大会

神山会長以下合計12名の理事が参加

11月5日　第2回卒後教育講座（公開講座）・放射

線パネル展

11月15日　第4回三役会・公益法人格取得委員会

〈神山会長、茂木副会長、野澤副会長、

福田常務理事、牧島理事〉

－　11月25日　第5地区卒後教育講座

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　平成24・25年度栃木県放射線技師会

役員選挙について

平成23年12月9日瞼）役員立候補公示

平成24年2月10日睡）役員立候補締め切り

平成24年3月11日（日）第85回定期総会役員選挙

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3号議案　平成24年度事業計画（案）について

第85回定期給会へ事業計画（案）を提出

本年度は、下記の4項目として事業を行なう。

1平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大会を

大成功に収める。

2．会員のメーリングリスト登録を推進する。

3公益法人格取得委員会を適時開催する。

4診療放射線技師基礎講習会の開催準備を行なう。

事業計画（案）に訂正があれば平成23年12月16日

までに各部長が事務所へ連絡する。

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4号議案　第7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　議長の求めにより報告する。

現在のところ演題申し込みは無い。7題ぐらいは

粂まI）そうだが、12～13題は欲しいので理事がいる

ところはお願いしたい。締め切りは12月9日となっ

ている。

第3回卒後教育講座（特別講演）は、国際医療福

祉大学樋口先生によるAl画像の講演を行なう。

平成24年3月11日（印　9：30受付　10　00開演

場所：濁協医科大学病院　関凍記念ホール

参加費500円（学生：無料）非会員入場不可

議長：神山辰彦　去年のことを思い開会時に黙祷

をおこないたい。

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5号議案　社団法人栃木県放射線技師会第85回定

期総会について

平成24年3月11日（日）1130から予定（午前のセッ

ション終了後、昼食の前に開催）

場所．濁協医科大学病院　関湊記念ホール

受付・総会運営委員（各地区理事）

出席者名簿、会旗等　福田常務理事

総会次第と担当役員選出

総会司会　福田常務理事

1開会の挨拶　茂木副会長

2．会長挨拶　　神山会長

3．総会運営委月会報告

総会運営委員長　高杉理事

4．議長選出：樋口理事

5議事録作成人並びに議事録著名人選出

議事録作成人　福田常務理事

議事録著名人：野澤副会長、牧島理事

6．議事：第1号議案　平成24年度事業計画（案）

第2号議案　平成24年度予算書（案）

第3号議案　平成24年度スローガン（案）

第4号議案　その他

第5号議案　平成24・25年度役員選挙

7閉会の挨拶　野澤副会長

議長：神山辰彦　スローガンは「公益社団法人格

取得をしよう」及び「平成24年度関東甲信越診療放

射線技師学術大会に参加しよう」のふたつとする。
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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年度関東甲信越診療放射線技師

学術大会（山梨県開催）について

議長：神山辰彦　後ほどの実行委員会で報告する。

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7号議案　平成24年度関東甲信越診療放射線技師

学術大会（栃木県開催）について

議長：神山辰彦　後ほどの実行委員会で報告する。

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8号議案　各部・各地区報告

◎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

き報告する。資料にある2名の方から新入会届けが

提出された。入会を認めて良いかお諮りしたい。

議長は、入会希望者の入会について議場に諮った

ところ、満場一致で2名の入会が承認された。

理事：福田敏幸　本会会員梅野一雄様（飯田病院

勤務）が瑞宝双光章の叙勲を受けられた。祝賀会が開

催されるので、会長・副会長と私の4名で出席する。

総務部

理事：敷島正道　公益社団法人格取得について、

7月に医事厚生課の担当者に書類を送付した。11月

初旬に電話で回答があり、依然として難しい指摘を

された。指摘点は会誌、情報誌の配布について、非

会員にも配布しているのかと言う点である。以前か

ら非会月にも配布するように指摘を受けている。で

きないのであれば、市役所等の公共施設に置く様な

努力をしているのかと言われている。再度書類を送

付するが最終的には相談会を持つ。

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。会費納入状況については資料

のとおりである。財務部報告杏は個人情報が含まれてい

るので理事以外の日に触れない様にお願いしたい。

議長：神山辰彦　日放技が認めたので櫓山忠男氏

は退会ということにしたい。

学術部

理事：柳沢三二朗　議長の求めにより報告する。

11月5日にとちぎ健康の森の大会議室で第2回卒後

教育講座（公開講座）を開催した。参加人数として

会員42名、一般人15名。

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29号の発行予定は1月10日で原稿の

〆切を平成23年12月20日（州とする。各地区卒後教育

講座開催の報告をお願いしたい。会長に、関東甲信

越診療放射線技師学術大会（山梨県開催）の報告と

新年のあいさつの原稿をお願いしたい。

議長：神山辰彦　関東甲信越診療放射線技師学術

大会山梨開催の報告は寺島洋一理事にお願いする。

組織部

理事：柏崎克彦　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。11

月5日に第2回卒後教育講座に併せて、放射線パネ

ル展を開催した。

地域医療対策部

理事：高杉佳伸　特に報告事項なし。

女性部

理事：遠藤奈美　議長の求めにより報告する。診

療放射線技師女性サミットが平成23年10月22日比）、

23日（日）の二日間にわたり東京の晴海グランドホテル

にて開催され参加してきたので報告する。始めに中

澤会長より挨拶があり、その次に昭和大学藤が丘病

院の市川統括看護部長より「女性就業者の現在にお

ける傾向」と思したワーク・ライフ㌧†ランスにつ

いての講演があった。その後グループワークという

形で7、8人のグループを6つに分けて、テーマは

女性技師の役割、ワーク・ライフ・バランス、女性

管理職の必要性、女性部会は必要かの4つのテーマ

で話し合われて、翌日発表という形で行なった。参

加者からは有意義なサミットであり、定期的な開催

を望むと言った声も聞かれた。

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23年11月29日㈹
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内　　容ニDICOM関係は東芝、造影剤についての

話を第一三共。

参加人数’24名　　情報交換会●10名

・2地区　理事：小黒　清

第1回目卒後教育講座

日　　時　平成23年10月29日比）

場　　所●濁協医科大学病院

内　　容　テーマ「これだけは習得しよう。

CT、MRIの基礎」

講　　師．シーメンス、東芝

参加人数：40数名

第2回目年後教育講座を1月お目に開催決定し、

テーマ「これだけは習得しよう。CT、MRIの基

礎」でシーメンス、東芝に行なってもらいその後北

～　　米放射線学会最新情報をシーメンス、東芝、GE、

フィリップス各15分ぐらいで1時間、全部で2時間

ぐらいを予定している。

・3地区　理事：大簗偵一

今は未定だが、長瀬ランダウアで被曝管理につい

て講師は派遣できるという話がある。それで他の理

事がよければ早急に日程を決めたい。
・4地区　理事：高杉佳伸

卒後教育講座

日　　時．平成23年12月3日仕）

場　　所．佐野厚生総合病院　講義室2

内　　容：「心臓画像診断」メーカーによる講演

講　　師．富士フイルムRIファーマ、シーメンス、東芝

・5地区　理事：寺島洋一

日　　時●平成23年11月25日（錮

場　　所：自治医科大学附属病院

内　　容：「小児放射線医の視点」

講　　師：自治医科大学附属病院　とちぎ子ども

医療センター　古川理恵子先生

参加人数：35名　　非会員5名

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　その他（報告事項と確認事項等）

議長：神山辰彦
・平成23年度第2回日本放射線技師会北関東地域拡

大会長・教育委員合同会議について報告する。
・来年度の教育セミナーについて、埼玉県は6月

にⅠVH・放射線機器管理の更新講習、新潟県はマ

ンモグラフィーを7月・一般掘影を12月群馬県は

MRIを7月・消化管を11月、茨城県は救急医療を

7月・核医学を1月に行うことが決定している。

栃木県は来年度の関東甲信越診療放射線技師学術

大会の実施を控えていると言うことで、来年度は

セミナーを開催しないこととなった。

・かねてより問題となっている放射線技師がおこなっ

ているCTの造影剤注入、抜針、注腸時のカテーテ

ル挿入などについて、チーム医療推進のための放

射線技師業務検討委員会において、厚生省医政局

長より認可発令が来年4月以降に出されるとのこと

であった。基礎講習会以外に統一講習会が必要に

なるが、これは各地方技師会に開催を委ねる。

・Al認定講習会について、来年は南関東・北海道

にて開催予定。P－MET主催の診療放射線技師実

習施設指導者等養成講座会が中国・四国・九州に

て秋に開催予定。診療放射線技師新人研修会を東

京・中部・関西にて6月頃に開催予定。
・医療画像情報精度管理士への移行講習会はDVD

講習とする。当初、講習会の後に確認の二択式

試験を予定していたが、120分のDVD上映のみに

て更新を可能にするとのことである。新規認定は

e－learnlngにて行なう。

その他について、

・学術研修ポイント申請について日放技にメールを

入れた。
・今年行なったフレッシャーズセミナーは夏前に開

催を計画する。
・医療被曝低減施設認定申請を各県で勧めてほし

い。その布石として6月に実践医療被曝線量セミ

ナーを行なうので参加をお願いしたい。

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。

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23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7時40分散会

した。
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日　時：平成24年2月3日睡）午後6時30分　　場　所：栃木県済生会宇都宮病院　北館第一会議室 

出席者：（理事）神山辰彦、茂木常男、野澤幸二、福田敏幸、金揖幹雄、小異　清、柳沢三二朗 

樋口清孝、吉成包蔵、黒川元晴、高杉佳伸、松田悟志、遠藤奈美、大築慎一 

（監事）川口俊郎、若林忠恭 

悪霊誓‥（理事）牧島正道 
欠席者：（理事）柏崎克彦、寺島洋一 

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

議事録作成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、理事金田幹

雄議事録作成人に理事大築慎一が選任された。

第1号譲葉　平成23年度第4回理事会議事錨の承認

並びに会長報告

議長：神山辰彦　平成23年度第4回理事会議事録

の承認を求める。

議長は平成23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。

12月3日　第4地区卒後教育講座

12月11日　第71回日本放射線技師会総会〈神山会長、

茂木副会長、野澤副会長、福田常務理事〉

1月14日　第5回三役会及び公益法人格取得委員会

〈神山会長、茂木副会長、野澤副会長、

金田理事、牧島理事〉

1月19日　栃木県医師会新年懇親パーティ

〈神山会長〉

第3回消化管糠影研究会

1月21日　梅野一雄氏瑞宝双光章受章祝賀会〈神山

会長、茂木副会長、野澤副会長、福田常

務理事、大築理事〉

1月28日　第2地区卒後教育講座（第2回）

第2号議案　第3回卒後教育講座・第7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　議長の求めにより報告する。

学術研究発表会及び総会、卒後教育講座のプログ

ラムが決定した。事前の準備や当日の係りについて

は資料を参照していただきたい。

日　時●平成24年3月11日（日）

9　30受付10●00開演

場　所　礪協医科大学病院　関湊記念ホール

参加費．500円（学生．無料、学生付き添いの非会

員大学講師：500円）、非会員入場不可

卒後教育講座：「Alについて」

講　師●国際医療福祉大学　樋口清孝先生

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85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24年3月11日（日）11’30からの予定

場　所：濁協医科大学病院　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

総会次第と担当役員選出

総会司会．福田常務理事

1開会の挨拶　茂木副会長

2会長挨拶　　神山会長

3総会遁営委員会報告

総会道営委員長　高杉理事

4議長選出

会場に諮る。執行部案としては、樋口理事。

5．議事録作成人並びに議事録著名人選出

議事録作成人　福田常務理事

議事録著名人　野澤副会長、牧島理事

6．議事

第1号議案　平成24年度　事業計画（案）
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第2号議案　平成24年度　予算蓄（案）

第3号議案　平成24年度スローガン（案）

第4号議案　その他

第5号議案　平成24・25年度役員選挙

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24年度事業計画（案）について

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。

平成24年度は以下の4項目を重点項目として事業

を行う。

①平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大会を

大成功に収める。

②本会員のメーリングリスト登録を推進する。

（卦公益法人格取得委員会を随時開催する。
→状況により一般社団法人として認定を申請する。

（弧診療放射線技師基礎講習会の開催準備を行う。
→平成24年度は学術大会の開催があるので、平成

25年度からで良い。

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5号議案　平成24年度予算雷（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。
・平成24年度　事業計画（案）に基づき作成。

・各事業の前年度実績に応じた予算額の増減。

・正会員の減少が予想されるため、収入は減収とした。

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6号議案　平成24年度2つのスローガンについて

議長：神山辰彦　資料にもとづき報告する。
・「公益法人格取得をしよう」

・「平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

に参加しよう」

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号議案　平成24年度第1回卒後教育講座につ

いて

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。

日　時　平成24年6月16日仕）

15時開演（受付：14時30分～）

場　所：ニューサンピア栃木

公演内容は未定。

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　社団法人栃木県放射線技師会第86回定

期総会について

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。

日　時●平成24年6月16日出

17時開始（受付16時45分～）

場　所：ニューサンピア栃木

・表彰：20年、35年勤続功労表彰

・議事

第1号議案　平成23年度事業経過報告

第2号議案　平成23年度会計決算報告

第3号議案　平成23年度監査報告

第4号議案　その他

総会終了後、意見交換会を予定している。
・意見交換会の出欠／切目　6月1日除）までに技師

会事務所直接申し込みとする
・総会出欠票の〆切日　6月1日綻ばでに担当連絡

員に提出する

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　公益法人格取得委員会の活動について

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。

本県は公益法人格取得を呂指しているが、近県の

状況は以下のとおりである。

公益化申請中：茨城県、埼玉県
一般化予定　新潟県、群馬県

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　平成24年度監査会の開催について

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。

日　時　平成24年4月21日仕）16：00から本会事務所
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（第1回三役会の後）にて開催。

第11号議案　役員選挙について

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。

平成23年12月9日幽　役員立候補公示

平成24年2月10日捻）役員立候補締め切り

（総会30日前）

平成24年3月11日（日）第85回定期線会役月選挙

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12号議案　平成24年度関東甲信越診療放射線技師

学術大会（栃木県開催）について

議長：神山辰彦　理事会後に開催される実行委員

会で報告する。

第13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基づき

報告する。

資料にある1名の方から新入会届けが提出され

た。入会を認めてよいかお諮りしたい。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で入会が承認された。

（総務部）

議長：神山辰彦　特になし。

（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。

会費納入状況は資料の通りである。コニカミノル

タヘルスケアについては、広告料が3年間未納であ

るため、今後は納入が確認されるまでは会誌等への

広告掲載は停止する。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で入会が承認された。

（学術部）

理事：柳沢三二朗　議長の求めにより報告する。

第7回学術研究発表会及び第3回卒後教育講座の

準備はほぼ終了している。当日は会場設定などの準備

があるため、役月は9時に集合していただきたい。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で入会が承認された。

（広報部）

理事：樋口清孝　議長の求めにより報告する。

第7回学術研究発表会の抄録集の発行は2月27日

を予定している。また、あすた－とVo130の発行は

5月14日を予定しており、原稿の締め切りを4月25

日としたい。第3回卒後教育講座の開催報告や各地

区の活動報告のほか、関東甲信越の学術大会の案内

を掲載予定している。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で入会が承認された。

（組織部）

議長：神山辰彦　特になし

（企画部）

理事：小黒　清　特になし

（地域医療対策部）

理事：高杉佳伸　特になし

（女性部）

理事：遠藤奈美　特になし

◎各地区理事活動報告

（第1地区）理事：吉成亀蔵　特になし

（第2地区）理事：小黒　清

第2回目卒後教育講座開催報告

日　時　平成24年1月28日仕）

場　所．濁協医科大学病院

内　容：「これだけは習得しよう。CT、MRI

の基礎」（シーメンス、東芝）

北米放射線学会最新情報（シーメンス、

東芝、GE、フィリップス）

（第3地区）理事：大簗慎一

卒後教育講座開催予定

日　時　平成24年3月8日㈹

場　所　済生会宇都宮病院

内　容・「放射線の基礎知識」（長瀬ランダウア）
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（第4地区）理事：高杉佳伸　特になし

（第5地区）議長：神山辰彦　特になし

第14号議案　その他（報告事項と確認事項等）

議長：神山辰彦　Al認定技師制度が開始された。

CT基礎講習会とAi講習会を受講した者はAl技

師に認定される。なるべく多くの会員が認定される

よう願う。

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、本日の平成器年度第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。

会長：神山辰彦　閉会を宣し、午後7時30分散会

した。

5／11第1回理事会

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）第5回実行委貞会

（栃木県済生会宇都宮病院）

5／14　あすた－と30号発行

5／21栃木県医事厚生課との面談（本会事務所）

〈会長・福田〉
6／1　日本放射線技師会創立60周年記念式典

（パレスホテル東京）〈会長・野澤・福田〉

6／2　日本放射線技師会定期籍会（科学技術館サ

イエンスホール）〈会長・野澤・福田〉
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6／12　公益法人格取得委員会県との相談会

（栃木県庁）〈会長・福田・牧島〉
6／14　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〉

6／16　第1回事後教育講座・第鮎回総会・勤続劫年・

35年表彰

全地区役員会（ニューサンピァ栃木）

6／17　診療放射線技師のためのフレッシャーズセ

ミナー（ニューサンピァ栃木）

7／5　栃木県がん集検協議会給金及び学術講演会

（栃木県立がんセンター）〈会長〉


