日

時：平成24年11月10日仕）午後4時（追分

場

所：コンセーレ 大ホールB 〈宇都宮市駒生1−1−6〉

総会員数：468名（平成24年11月10日仕）午後4時00分現在）

出席会員数：371名（内訳：本人出席者22名、委任状出席者282名、書面表決出席者67名）

開会の経過
定刻に至り、理事茂木常男 開会を宣する。
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。
総会運営委員長：寺島洋一 本日、平成24年11月
10日午後4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468名である。本日の会場出席者
数22名。委任状による出席者数282名。書面表決に
よる出席者数67名である。
したがって有効出席者数は371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。
続いて議場に、議長、議事録作成人並びに談事録
著名人の選出方法を諮ったところ、満場一致をもっ
て、議長に理事吉成亀蔵、議事録作成人に理事福田
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。

議長吉成包蔵より挨拶の後、議案の審議に入っ
た。

第1号議案 一般社団法人移行に向けての定款、
諸規程の改正について

議長：吉成亀蔵 第1号議案一般社団法人移行に
向けての定款、諸規程の改正について、執行部より
提案理由の説明を願いたい。
会長：神山辰彦 議長の求めにより一般社団法人
移行に向けての定款、諸規程の改正について説明す
る。

会長：神山辰彦 まず、最初に議案の訂正をお願
いしたい。資料に第1号議案「一般社団法人移行に
向けての定款、諸規程の改正について」とあるが、
諸規程の改定については、第2号議案で審議いただ
くので、第1号議案は、「一般社団法人移行に向け
ての定款改正について」ということで、「諸規程」
を抜いていただきたい。

−23−

第86回定期総会において一般社団法人への移行が

決議されたことに基づき、移行に向けて必要な定款
について議案として提案する。
いずれの案も「一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律（法人法）」、「公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律（認定法）」、「一
般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施
行に伴う関係法律等の整備等に関する法律（整備
法）」の趣旨に則り、内閣府公益認定等委員会のガ
イドラインや手引きを参考にし、さらに、県の指導

の下、作成した定款（案）である。
なお、正式に一般社団法人移行の認可を受審する
にあたり、県からさらなる指導により、字句の修正
や用語の使い方など細部にわたる変更も予想される
が、提案した定款（案）の趣旨と大きく異なる場合
を除き、指導に沿った変更は理事会に一任いただき
たい。

提案する定款（案）は、別ページ資料のとおりで
ある。

それでは主な改正点について説明をするので、資
料をご覧いただきたい。
まず、第1条では、「この法人は一般社団法人栃
木県診療放射線技師会と称する。」ということで、
一般社団法人に変更するとともに、今までは放射線

技師会としていた名称を、我々の国家試験の名称と
同じように「診療」の文字を追加し、「診療放射線
技師会」としたい。
次に、第3条の「目的」では、「この法人は、診
療放射線技師の職業倫理を高揚するとともに、医療
放射線に関する技術及び知識の向上を図り、医療放
射線の適正利用を推進し、もって医療と保健の維持
発展に寄与することを目的とする。」とのことで
「診療放射線技師の職業倫理を高揚する」との文言
を追加した。
第7条には、入会金と会費ということで、「正会
員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、
社員総会において定める会費等に関する規則に基づ
き入会金及び会費（以下「会費等」という）を支払

わなければならない。」ということで、「入会金」
という文言を入れさせていただいた。さらに、第2

項で、「賛助会員は、会費等に関する規則において
別に定めるところにより賛助会費を納入しなければ
ならない。」とし、賛助会員についての会費も明文

化した。
また、退会については、第9条で「会員は、理事
会が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも
退会することができる。」との条文を入れて、いつで
も退会届を提出して任意に退会できるようにした。
第10条の「会員の資格の資格」とあるのは、「資
格の喪失」の誤りなので訂正をお願いしたい。
第12条は、「社員総会は、すべての正会員をもっ
て構成する。」ということで、社員総会の構成内容
を明文化した。第13条の（4）「貸借対照表及び損
益計算＝吉（正味財産増減計算書）並びにこれらの附
属明細音の承認」ということで、社員捻会に関して
は予算のことについては触れておらず、第14条の

第22条の「理事の職務及び権限」第3項では、
「会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を
超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。」というよう

に、定款に会長及び業務執行理事の職務を明記した
ため、理事に選任された方は、必ず2回以上理事会
に出席して、自分の職務の執行状況を報告する義務
が生じる。
第27条の「顧問」についてであるが、これは本会

独自に「顧問」について明文化した。県とのやり取
りの中で、この条文についかなり遣り取りがあった

「社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了
後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開

が、この文言で落ち着いた。顧問は理事会で任期を
定めた上で選任することとなる。
第34条の「議事録」について、現行では理事会の
中で議事録著名人2名を選任していたが、移行後
は、「出席した会長及び監事は、前項の議事録に記
′（、
名押印する。」ということがあり、無条件で会長と
監事がおこなうことになる。監事に関しては、今後
必ず理事会に出席する必要があり、逆に言うと会長
と監事が出席しなければ理事会は開催できないとい

催する。」とあるように、今まで3月に行ってい

うことになる。

た、所謂、予算総会がなくなり、移行後は6月の決

第7章の「業務執行理事会」については、第5章

算総会のみの開催でよいことになり、会員の皆様の
負担軽減にもなる。総会での決議内容については、
第18条に明記した。第3項に、「理事又は監事を選
任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに
第1項の決議を行わなければならない。理事又は監
事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る
場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票
数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する
こととする。」とし、理事・監事の選任は今までと

のところで説明したとおり、本会独自のものである

同じ方法ではあるが、現在、諸規程で適用している
選任方法を定款に明文化した。
第5章の「役員」については第20条に、「この法
人に、次の役員を置く。理事は10名以上20名以内。

監事は2名。理事のうち1名を代表理事とする。代
表理事以外の理事のうち6名以内を業務執行理事と
することができる。」とし、現在、三役会というこ

とで理事会前に理事会における議事内容の調整等を
おこなってきたが、今回の改正定款できちんと位置
づけをした。ここでの業務執行理事とは、代表理事
である会長のほか、副会長2名、常務理事、総務部
長、財務部長、学術部長の6名を充てたい。
次に、第21条の「役員の選任等」ということで、

総会での選挙で会長を選んでいたが、移行後は、理
事・監事は総会の決議により選任するが、会長であ
る代表理事および業務執行理事は、理事会において
理事の中から選任することになる。
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ため明文化した。
第8章の「委員会」についても、同じように明文
化した。
第9章の「資産及び会計」の第38粂「事業計画及
び収支予算」については、「この法人の事業計画
書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日
の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、
社員総会に報告するものとする。これを変更する場
合も、同様とする。」とし、現行では総会において
承認を得ていた事業計画と予算については、報告と
いうことなので、先ほどもご説明したとおり予算総

会の開催の必要がなくなる。
第13章の「事務局」であるが、これも本会独自の
内容であるため、第45条のとおり明文化をした。
最後にある附則の第2項については、この定款改
正で重要な点である。第2項は、「この法人の最初

の会長は神山辰彦、副会長は茂木常男及び野澤幸
二、常務理事は福田敏幸、その他の業務執行理事は
牧島正道、金田幹雄、吉成亀蔵とする。」とし、本
来であれば総会を開催して理事を選任し、理事会で
代表理事と業務執行理事を選任しなければならない
が、そのような時間がないため、この附則の文言に
より、それらを省くことができる。従って、ここに

名前が挙がった7名が一般社団法人移行後明記され
た役職に就くということでご理解願いたい。

′へ

以上、何か疑問点があればお答えしたい。

規程規則に記載されている法人名は新法人の名称と
すること。以上、提案する。

議長は、第1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号議案について採決をおこなった。

議長は、第2号議案について採決をおこなった。

その結果、昏面表決者67名は全員賛成であり、議
長以外の会場出席者による採決は、21名全員が賛成
であり、委任状による出席者282を加え、賛成370
票、反対0票となった。

その結果、書面表決者67名は全員賛成であり、議
長以外の会場出席者による採決は、21名全員が賛成
であった。委任状による出席者282を加え、賛成370

票、反対0票となった。

議長：吉成亀蔵 本会定款第34条に「この定款
は、総会において給正会員の4分の3以上の同意を

得、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更するこ
とができない。」とある。総会運営委員会の報告
で、平成24年11月10日午後4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468名である。

本会定款第25条、「総会の議事は、この定款に別
に規定するもののほか、出席正会員の過半数の同意
をもって決し、可否同数の場合は議長の決するとこ
ろとする。」とある。

総会運営委員会の報告により、平成24年11月10日

午後4時00分現在での社団法人栃木県放射線技師会

従って468名の4分の3は351名であり、ただいま

の正会員数は468名である。468名の過半数は235名

の採決の結果は、本会定款にある定款改正の条件を

であり、只今の採決の結果は、本会定款にある条件

満たしている。よって、第1号議案「一般社団法人

を満たしている。

移行に向けての定款改正について」は、原案のとお
り可決承認されたものと認める。

ついて」は、可決承認されたものと認める。

第2号議案 移行後の規程規則の適用について

議長：吉成亀載 第2号議案「移行後の規程規則

従って、第2号議案「移行後の規程規則の適用に

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。

の適用について」、執行部より提案理由を説明願い
たい。

会長：神山辰彦 議長の求めにより提案理由を説
明する。
会長：神山辰彦 一般社団法人に移行する前から
適用している規程・規則類の一切について、一般社

議長は、本日の第87回臨時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23分散会
した。

団法人移行後もそのまま適用させること。その際、

日

時：平成25年3月10日（日）午前11時00分

場

所：碍協医科大学病院 間湊記念ホール〈下都賀郡壬生町北小林朗0〉

総会員数：466名

出席会員数：313名（内訳：本人出席者37名、委任状出席者235名、書面表決出席者41名）

開会の経過
定刻に至り、副会長野澤幸二が開会を宣する。
会長神山辰彦より開会挨拶の後、司会者より総会
運営委員会に報告を求める。
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総会運営委員長：長沢雅史 平成25年3月10日
（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466名、本日の会場出席者数37名、
委任状による出席者数235名、書面表決による出席

者数41名となっている。したがって有効出席者数は

収集できるようになっているが、よりタイムリー

313名で、本会定款第24粂「総会は正会月の2分の

な情報提供の手段として本会のメーリングリスト

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

を活用していく。関連団体のメーリングリストに

る旨告げる。

続いて議長、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、満場一致をもって執行部
案が承認され、議長に佐野厚生総合病院 江原信
隆、議事録作成人に済生会宇都宮病院 福田敏幸、
議事録著名人に県西健康福祉センター 野澤幸二、
県立がんセンター 牧島正道が選出された。

議長：江原信隆 議長席に登壇し、議長より挨拶
の後、議案の審議に入る。
第1号議案 平成25年度事業計画（案）
議長：江原信隆 第1号議案平成25年度事業計画
（案）並びに第2号議案平成25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：江原信隆 まず、執行部より平成25年度事
業計画（案）について説明をお願いしたい。
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。本年度の事業について、一般社団
法人栃木県診療放射線技師会に移行認可したものと
して計画する。
毎年の主事業は、見直しを図りながら継続して実
施していく。重点項目として、下記の5項目の事業

本会が代表として積極的に登録し、会月に役に立
つ情報収集に努め、それを発信することで情報の
共有を図る。
3、平成25年度関東甲信越診療放射線技師学術

大会（神奈川県）への参画 昨年度は本会が開催
担当県として、関東甲信越地域の技師会よりご支
援をいただき成功裡に終了することができた。そ
れに応えるためにも、神奈川県大会（H25．6．29−

30）の企画・参加・演題登録等に協力する。
4、栃木県診療放射線技師会 第9回学術研究発
表会の充実を図る 学術的研究、職能団体の特長
を生かした研究、安心で安全な検査の方法や工夫
などを報告する発表会を開催し、その抄録集を発
行する。この学術発表会を若い方の登竜門として
活用していく。これから得た知識や成果を個人・
職場に還元することで患者の治療促進に役立た
せ、医療と保健の維持発展に寄与し、「安心安全
な医療」を提供していくための「情報と技術の共
有」場にしていく。

5、諸規程の変更・修正および作成を行う

一

般社団法人への移行認可に伴い、移行前の諸規程
の法人名を社団法人栃木県放射線技師会から一般

社団法人栃木県診療放射線技師会の名称に変更す
る。不備のある諸規程の修正およびコンプライア
ンスの点から必要な新しい諸規程を作成する。諸

規程の改廃は、理事会の決定で良いが一部は総会
の承認が必要となる。

その他、事業の詳細計画については、総会資料

を行う。

1、診療放射線技師基礎講習会の開催 日本診療

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を日本診療放射線技師会及
び北関東地域の各技師会と連携して開催する。本

を参照いただきたい。

第2号議案 平成25年度予算書（妾）

会は、静脈注射（針刺しを除く）講習会：平成25

議長：江原信隆 次に平成25年度予算書（案）の

年7月下旬、Ⅹ線CT検査．平成25年10月下旬の

説明を執行部よりお願いしたい。
理事：金田幹雄 神山会長に代わり平成25年度予

開催要望をしていく。北関東地域の他県は、埼玉
県●消化管検査、茨城県●核医学検査、群馬県：
MRI検査・乳房撮影・静脈注射（針刺しを除
く）、新潟県 放射線治療を予定しているので、
開催の案内を行い参加の啓発を図る。
2、会員メーリングリストの登録推進（登録がま
だ少ないので本年度も継続事業とする。） 関連

団体からの医療情報や講習会・講演会の開催案内
等は、本会のホームページ及び会誌・情報誌から
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算書（案）を提案させていただく。
予算書の形式が従来のものと異なっていることに
お気付きのことと思う。今までは予算書を収支計算
方式で作成していたが、公益及び一般社団法人では
予算書を正味財産増減計算方式で作成するため、4
月に一般社団法人に移行することを踏まえ、今回は
移行後の予算書として正味財産増減計算方式に変更
して作成した。

まず、収支予算＝吉内訳表をご覧いただきたい。

本会の会計は、実施事業、その他、法人の3つの
会計から成っており、この内訳表が一般社団法人の
会計としては重要になる。法人移行後はこのように
会計を分けて行うのだと言うことを覚えていていた

次に議長は、第1号議案、第2号議案の（案）を
削除するよう指示した。

第3号議案 諸規程の改正（案）
議長二江原信隆 第3号議案諸規程の改正（案）

だきたい。

続いて、収支予算書をご覧いただきたい。内訳表
の合計を当年度と前年度で示しており、前年度の欄
は、平成24年度予算書を正味財産増減計算方式に作
り直して記入してある。
この収支予算書で、前年度と当年度の科目ごとの増

減をみて、予算配分の概要を把捉していただきたい。
平成25年度の収入としての経常収益は平成24年度
に正会員が増えていないため、正会員受取会費、賛助

会員受取会費ともども前年度と同額となっている。
雑収益には日放技からの業務委託料が含まれてお
り、これは9月30日現在の会費納入済会員数に200

円を掛けた金額であり、24年度の会費納入率が低い
ことを踏まえ減額してある。

について執行部に説明を求める。
会長■神山辰彦 議長の求めにより資料に基づき
諸規程の改正（案）について提案する。
一般社団法人移行に伴い、規程にある社団法人栃

木県放射線技師会を一般社団法人栃木県診療放射線
技師会と書き換えをする。現在適用している「会費
納入規程」、「社員総会運営規則」、「入会及び退
会に関する規則」「役員の報酬等に関する規則」の
4つの規程を改正したい。今まで「規程」という表
現をしていたりして分かりづらかった点があった

が、総会で決定する必要があるものについては、
「何々規則」というように、表現を統一したい。

「会費等に関する規則」は、第2条で、会費が年額

経常収益は、前年度より15，000円の減となってい

10，000円、入会金5，000円ということで、初年度に納

次に支出としての経常費用であるが、ほとんどの

付する金額に変更は無いが、診療放射線技師籍登録
初年度の入会者については、初年度会費を5，000円
とし、入会金を免除することで負担を軽減し、若い

る。

科目で前年度と同額となっている。これは、事業計
画（案）にあるように、新しい事業を始めるのでは
なく前年度の事業を継続して行っていくことを示し
ている。

平成25年度は当期経常増減額がマイナスとなり、
正味財産期末残高が前年度より257．100円減少する
予算となっている。

方々が入会し易いようにして、新規の入会促進を
図って行く考えである。これは日本診療放射線技師
会と同様のやり方をとりいれた。第5条について
は、会費滞納の会員に対しては、機関誌等を配布停

止とする。ただし、その場合はその会員に事前勧告
を行うこととなっている。

以上、提案させていただく。

次の「社員総会運営規則」については、細々と
なってしまったが、法令遵守という観点からやむな

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、第1号議案について採決を行った。

くこのような形となった。

次に、「入会及び退会に関する規則」について
も、一般社団法人に読み替えて変更をするようにな
る。

結果、書面表決者41名全員が賛成であり、会場出
席者による採決も全員が賛成で、その結果、満場一
致により本議案は可決された。

最後の「役員等の報酬及び費用に関する規則」に
ついては、現在の役員は報酬を支給されているわけ

ではないが、将来、本会が公益社団法人となった時
にはこの規則をこのまま使うことができると考え

議長は、続いて第2号議案について採決を行った。

る。

以上、4規程の改正についてご審議いただきた

第1号議案同様、第2号議案についても書面表決
者41名全員が賛成であり、会場出席者による採決も
全月が賛成で、その結果、満場一致により本議案は
原案の通り可決承認された。
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い。

議長は、第3号議案について質疑を諮ったが特に
無かった。

議長：江原信隆 時間の関係上、4規則について
一度に採決を行うこととする。

議長は、第3号議案について採決を行った。

結果、雷面表決者41名全員が賛成であり、会場出
席者による採決も全員が賛成で、結果満場一致によ
り本議案は可決された。
第4号議案 会員の名誉会員への推薦と除名について

第5号議案 その他
議長は、その他について何か無いか執行部並びに
議場に諮った。
会長：神山辰彦 日本診療放射線技師会の栃木県
の総会代議員に、私、神山辰彦と福田敏幸常務理
事、全日幹雄理事の3名が立候補し、先日、日本診
療放射線技師会より承認された。なお、牧島正道理
事が補欠代議員となる。
会員：須田宮仁 第3号議案の諸規程改正の中
で、会費納入規程を改正して入会金を15，000円から

5，000円に減額し、さらに診療放射線技師籍登録初

議長：江原信隆 第4号議案会員の名誉会員への
推薦と除名について執行部に説明を求める。
会長：神山辰彦 議長の求めにより提案する。本
会元副会長武田光正会員が、このたび公益社団法人
日本診療放射線技師会より勤続50年表彰を受賞され
た。これを機に本会名誉会員に推薦をする。
次に、会員の除名についてであるが、本会定款第
9条に、「会員が次の各号のいずれかに該当する

年度の入会者については、初年度会費を5，000円と
し、入会金を免除することで若い方々が入会しやす
いようにするということであるが、現在の栃木県の

ときは、総会において、出席正会員4分の3以上の

副会長：茂木常男 栃木県の入会率は平成24年11

議決によりこれを除名することができる。この場合

月1日現在で61．54％となっており、入会していな

において、その会員に対し、議決の前に、弁明する

い方は、定年退職で現場から離れている方などが考

機会を与えなければならない。」とあり、除名に該
当する事項の（1）に、「会費を1年以上納入しな

えられる。全国平均は、57％ということで栃木県は

いとき」とある。

現在、3名の会員が4年分の会費を滞納してお
り、再三の督促にも応じないことから除名とさせて
いただきたい。3人の氏名については、プライバ

シー保護の観点から公表しない。なお、会費未納の
ため除名処分とする旨、また、本総会において弁明
できる旨の文書を、内容証明郵便にて送付済である
ことを申し添える。

技師会加入率はどれくらいかを把握しているのか。
また、加入率の低い施設に対する入会の働きかけ、

更には大学・専門学校等の技師養成機関の卒業式な
どに出席し、技師会加入の案内等を行っているかに
ついてお伺いしたい。

全国平均と比較してやや高くなっている。

会長：神山辰彦 日本診療放射線技師会において
も、会員数の増加や加入率の向上について対策を立
てているが、なかなか思うようにいっていないのが

現実のようである。また、本会では毎年、国際医療
福祉大学の学位記授与式に出向き、技師会加入につ
いてのPRを行っているところである。

その他、一昨年より入職3年目までの新人技師を

対象に、参加費無料のフレッシャーズセミナーを開
催するなどして新入会者確保の一助としている。

議長は、まず、第4号議案の武田光正会員を、本
会名誉会員とする件について採決を行った。

議長は、その他について他に無いかどうか議場に

諮ったが特に無かった。
その結果、書面表決者41名中40名が賛成、1名が

保留（賛否未記入）であり、また会場出席者による
採決は全員が賛成であり、結果、賛成多数により本
議案は可決承認された。

議長は、本日の議案が全て承認されたことを確認
し、第88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。

次に、会費未納者3名を除名とする件について、
書面表決者41名中40名が賛成で1名が反対であっ
た。会場出席者による採決は全員が賛成であり、こ
の結果、賛成多数により本誌案は可決承認された。

副会長：茂木常男 閉会を宣し、午後11時35分に
散会した。
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日

場

時：平成25年6月15日仕）午後5時00分

所：ニューサンピア栃木 会議室〈鹿沼市栃窪1255〉

総会員数：458名（平成25年6月15日仕）午後5時00分現在）

出席会員数：306名（内訳：本人出席者34名、委任状出席者238名、書面表決出席者34名）

平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

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

センターをメーン会場に『日本の今、医療界の今、

35年功労表彰がおこなわれ、35年功労者10名と20年

そして未来へ』のテーマで開催した。演題数78題、

功労者2名が表彰された。

機器展示17社、入場者458名（本県163名）と大成功

は、平成24年10月6日仕）〜7日（日）、栃木県総合文化

を収めることができ関係各位に心よりお礼を申し上
げる。10年に1度の開催県となるので、『記録と記

続いて、

総会運営委員長：長沢雅史 総会運営委員会より
報告する。本日、平成25年6月15日午後5時00分現

憶に残す』を目標とし、次の世代に役立つよう記録
に残し、大会終了後の達成感や喜びを記憶として残

在での一般社団法人栃木県診療放射線技師会の正会

すことを心がけた。実行委員会を理事会の終了後に

員数は458名である。本日の会場出席者数34名。委
任状による出席者数238名。書面表決による出席者

行うなど経費の削減にも努めた。当日の道営スタッ
フ（60名）として実行委員（20名）のほか、会員

数34名である。したがって有効出席者数は306名と

（30名）と国際医療福祉大学の学生（10名）にも参
加要請し、技師会の役割と活動を示すことができ
た。5年前から少しずつ蓄えてきた開催準備資金が

なり、本会定款第18粂「社員総会の決議は、総正会

員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席し
た当該会員の議決権の過半数をもって行う。」の条
文を満たしており、本日の総会は有効に成立する。

役立ったので今後も続けていきたい。
2、平成25年11月30日までに一般社団法人に移行認
可すること

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、執行部一任とな
り、満場一致をもって、議長に理事斉藤稔、議事録

新公益法人制度改革に伴い、平成19年11月に最

作成人に理事福田敏幸、議事録著名人に理事柳沢

初の公益法人研修会に参加してから、『公益法人
格取得委員会』を発足し、公益法人格取得を目標に
活動してきた。会運営に対する「公益と共益」の壁

三二朗、理事牧島正道が選任された。

が厚く、第86回総会（H24／6／16）において一般社

団法人への方向転換を決定した。県の文書学事課
棟との相談を重ねご教示を得て、第87回臨時総会

議長斉藤稔より挨拶の後、議案の審言削こ入った。

（H24／11／10）で定款改正の承認を経て平成24年11

議長：斉藤 稔 第1号議案平成24年度事業経過
報告、第2号議案平成24年度会計決算報告および第
3号議案平成24年度監査報告は関連する議案である
ため、第1号議案、第2号試案、第3号試案は一括

栃木県知事より認可書を受け、平成25年4月1日付
で宇都宮法務局へ移行の登記を行った。このことで

して審議することとする。まず、第1号議案平成24

平成25年4月1日をもって『一般社団法人栃木県診

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24年度会
務経過の総括を資料に基づき報告する。
今年度は、2つの大きな事業を完結することがで

療放射線技師会』に法人名称を変更することができ
た。司法雷士等の専門家に依頼することなく、全く
の素人が移行認可という難関を成し遂げたこと、及
び経費節減の結果に満足している。会員のご理解と
ご支援に感謝申し上げる。

きた。

1、平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大会
を開催すること
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月25日に移行認可申請、平成24年12月12日に栃木県

公益認定等審議会より答申書、平成25年3月21日に

このような大事業の年度であったが、継続事業

（生涯学習、広報啓発、学術研究）を予定どおり開
催することができた。

生涯学習事業は、卒後教育講座を3回開催し「情
報と技術の共有」に役立った。地区単位の卒後教育
講座は、地区毎に独自色を発揮し開催され、2回開
催の地区もあり技師会の活動を盛り上げてくれた。
今後は、各地区で年2回開催を希望する。
広報啓発事業は、例年実施していた公開講座とパ
ネル展は実施せず、関東甲信越診療放射線技師学術
大会の市民公開講座Ⅰ・Ⅱに代えた。
学術研究事業は、会誌1回及び情報誌3回を予定
どおり発行することができた。第8回学術研究発表
会は、会員及び学生から8演題の発表があり恒例行
事として定着してきた。本県主催の平成24年度関東
甲信越診療放射線技師学術大会では本県の会員・学
生から18演題の発表があり大成功であった。本会が
関与する他団体（公衆衛生協会・日本放射線公衆安
全学会t救急撮影技術研究会など）と連携し講演
会、セミナー等の開催案内と参加の協力をメーリン

けてくださった方々に感謝するとともに、第89回総

会で選任される新役員の今後の活動に期待する。
これからも医療と保健の維持発展及び公衆衛生の
向上を図る事業を推進していく所存である。会員の
皆様のご支援をお願いする次第である。

議長：斉藤 稔 続いて、第2号議案平成24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。決算雷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
会費収入は正会員、賛助会員合わせて485万円、
事業収入は126万7，200円であった。前年度繰越金80
万6．216円を含めて、平成24年度収入は699万925円

である。

グリストで行った。メーリングリストはタイムリー

支出の部

な情報を提供できるので、登録の推進を続けていき
たい。日本診療放射線技師会と協働そして連携し、

8．150円であった。

管理費支出は288万9．822円、事業費支出は333万

第28回診療放射線技師学術大会の参加協力、共催と

平成24年度の収入から支出を差引いた当期収支

してフレッシャーズセミナー（H24．6．17）及び医

差額は、4万3．263円の減となり、平成23年度から

療画像情報精度管理士移行講習会（H25．127）を
実施した。消化管撮影研究会は2回開催され、会員
の精度管理、投影技術のレベルアップに努めた。

の繰越金を含め76万2．953円が平成25年度へ繰越と

第86回定期総会（H24／6／16）は、第1回卒後

教育講座の開催に合わせ「平成23年度 事業・
会計・監査報告」が承認された。第87回臨時総会
（H24／11／10）は、第2回卒後教育講座に合わせ

「一般社団法人移行に向けての定款改正・移行後
の規程規則の適用」が承認された。第88回臨時総会
（H25／3／10）は、第3回卒後教育講座・第8回学

術研究発表会に合わせ、一般社団法人へ移行したも
のとして「平成25年度 事業・予算計画（案）・諸

規程の改正・会月の名誉会員への推薦と除名」が承
認された。
平成25年4月1日をもって一般社団法人へ移行

し、新定款が適用され、役員の任期は、事業年度開

なった。

積立基金は94万円を次年度へ繰越した。

次に貸借対照表をご覧いただきたい。
平成24年度の正味財産は前年度よりも14万5．218
円の減となった。

正味財産増減計算書で、正味財産の平成24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
状況を見ていただき、正味財産が減少した状況を確
認してほしい。

最後に財産目録であるが、目録より預金と未収金
の内訳を確認いただきたい。

議長：斉藤 稔 続いて第3号議案平成24年度監
査報告について監事より報告願いたい。

始日（4月1日）の2年から選任後2年以内に終了

する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総
会の終結の時までとなる。現役員は、平成24年3月
11日の第85回総会にて選任されたので、第89回総会
（平成25年6月15日）をもって任期満了となり、1

年3ケ月間という中途期間であるが、役員を引き受
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監事：JlHコ俊郎 議長の求めにより監査結果を報
告する。4月20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、総務担当理
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、事業計画に基づ

会長，神山辰彦 執行部からは特にない。

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
職貝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1号議案、第2号議案、第3号議案に

議長：斉藤 稔 会場から何か質問はないか。
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。

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。

議長：斉藤 槍 第6号議案 平成25年・26年度
役員選挙について選挙管理委員会よりご報告願いた
い。

その結果、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。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号議案が可
決承認された。

選挙管理委員長：杉岡芳明 選挙管理委員会から
報告する。
社団法人栃木県放射線技師会は、平成25年4月1
日をもって一般社団法人栃木県診療放射線技師会へ
移行した。これに伴い新しい定款が適用され、役月
の任期は、事業年度開始日（4月1日）の2年から

選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時社員総会の終結の時までとなったた
め、平成25年4月1日（月）に、平成25年度、平成26年

議長は、続いて、第3号議案ついて採決をおこ
なった。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3号議案が原
案どおり可決承認され、ここで、第1号、第2号、
第3号のすべてが原案どおり可決承認されたことを
告げた。

度役員立候補者の選挙告示を行った。
立候補届出期限を平成25年5月14日（リdとし、一般

社団法人への移行に伴い、新しく制定された役員選
任及び解任規程より、理事立候補者17名と監事立候
補者2名について、平成25年5月19日（日）に立候補者

届けの受理及び資格審査を行い、すべて問題はな
かったことから、候補者氏名の公示を同日の平成25

議長：斉藤 稔 第4号議案 報告事項 平成25
年度事業計画・収支予算について、報告いただきた
い。

年5月19日（日）におこなった。

次に、新しい定款及び役員選任及び解任規程よ
り、「理事又は監事を選任する議案を決議するに際
しては、各候補者ごとに決議をおこなわなければな
らない」そして、「当選は正会員の過半数を持って

会長：神山辰彦 議長の求めにより報告する。
平成25年度予算案については、第88回総会にて承
認をいただいている。平成25年4月1日より本会は一

般社団法人に移行したので、法令に基づいて、「継
続事業1」、「他1．相互扶助事業」、「法人会計」
の項目に分けた正味財産増減予算古を新たに作成し
たので報告する。

行う」とある。
ここで、候補者名を一人ずつ読み上げるので、賛

成の場合はその都度、挙手願いたい。

選挙管理委員長は、17人の理事候補者および2人
の監事候補者の氏名を読み上げて候補者毎に決議を
おこなった。

議長は、平成25年度事業計画・収支予算について
質問等を議場に諮ったが、特に無かった。

議長：斉藤 稔 この議案は報告事項であるか
ら、採決は行わないこととする。

議長：斉藤 稔 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。
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理事候補
神山辰彦

カミヤマ タツヒコ（自治医科大学附属病院）

′J、黒 清

オグロ キヨシ（猪協医科大学病院）

柳沢三二朗

ヤナギサワ ミツオ（自治医科大学附属病院）

福田敏幸 フクダトシユキ（済生会宇都宮病院）
柏崎克彦 カシワザキ カツヒコ（宇都宮記念病院）
吉成亀蔵 ヨシナリ カメゾウ（那須赤十字病院）
金田幹雄 カネダ ミキオ（濁協医科大学日光医療センター）

長沢雅史．ナガサワ マサフミ（佐野市民病院）

10分後より再開する。

須藤昌彦 ストウ マサヒコ（足利赤十字病院）

休憩

遠藤奈美：エンドウ ナミ（上都賀総合病院）

議長：斉藤 稔 これより議事を再開する。新代
表理事より業務執行理事を発表願いたい。

放鳥正道．マキシマ マサミチ（栃木県立がんセンター）

小堀康子：コポリ ヤスコ（芳賀赤十字病院）

代表理事：神山辰彦 休憩中に開催した第2回理

斉藤 稔：サイトウ ミノル（下都賀総合病院）

江原信隆．エハラ ノブタカ（佐野厚生総合病院）

事会において、次のとおり選任されたので報告す

大築慎一：オオツキ シンイチ（済生会宇都宮病院）

る。

樋口清孝：ヒグチ キヨタカ（国際医療福祉大学）

代 表理事（会 長）神山辰彦（自治医科大学附属病院）

寺島洋一 テラシマ ヨウイチ（自治医科大学附属病院）

業務執行理事（副会長）小黒 清（濁協医科大学病院）

監事候補

業務執行理事（副会長）柳沢三二朗（自治医科大学附属病院）

茂木常男●モテギ ツネオ（足利赤十字病院）
野澤幸二：ノザワ コウジ（県西健康福祉センター）

決議の結果、理事及び監事候補者は全貞承認さ
れ、当選となった。

業務執行理事（常務理事）福田敏幸（済生会宇都宮病院）
業務執行理事（総務部長）牧島正道（栃相立がんセンター）
業務執行理事（財務部長）金田幹雄儲医納学帽酎ン打
業務執行理事（学術部長）吉成亀蔵（那須赤十字病院）
以上、平成25年・26年度の代表理事並びに業務執

行理事が選任された。

選挙管理委員長：杉岡芳明 以上をもって、平成
25年度・平成26年度役員選挙を終了とし、選挙管理
委員会からの報告を終了とする。

議長：斉藤 槍 只今、新理事が選任されたが、
この中から代表理事並びに業務執行理事を選任する
臨時理事会を開催するため、総会は暫時休憩とし、

議長は、本日の第89匝卜定時社員総会における試案
がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降壇し
た。

監事：野澤幸二 閉会を宣し、午後5時45分散会
した。

日 時：平成24年5月11日幽 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、牧島正道、金田幹雄、柏崎克彦、柳沢三二朗
樋口清孝、小黒 活、遠藤奈美、黒川元暗、寺島洋一、大築慎一、吉成亀蔵
斉藤 稔、江原信隆、長沢雅史
（監事）川口俊郎、若林忠恭

雷纂誓＝（理事）福田敏幸

議長：神山辰彦 本日の理事会資料 第7議案

開会の経過

定刻に至り、会長神山辰彦 開会を宣する。

各部・各地区報告にある「広報部 あすた−とVol．3」
これを「広報部 あすた−とVol．30」へ訂正してほし

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、書記並びに議事録
著名人の選任方法を諮ったところ、満場一致をもっ

い。平成お年度第5回理事会議事録の承認を求める。

議長は平成23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。

て議事録著名人に理事野澤幸二、理事牧島正道、書
記に理事吉成亀蔵が選任された。

議長：神山辰彦 平成24年2月3日倹）に開催され
た平成23年度第5回理事会以降の動きを資料に基づ

第1号議案 平成23年度第5回理事会議事室桑の承認
並びに会長報告

き報告する。
別紙資料参照（補足項目のみ記す）
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3月12日栃木県立がんセンター運営連絡協議会に

会長参加（栃木県立がんセンター）。
この場に、栃木県看護協会会長とエフエム栃木社
長が参加していたため関東甲信越診療放射線技師学
術大会における後援をいただいたことと、市民公開
講座でエフエム栃木の鹿嶋田アナウンサーに講師を

・演題3 「移動型透視装置とNavl装置の連携につ
いて」

・講 師：シーメンス・ジャパン㈱ 津野氏
・受 付 学術部担当

・会場整備費 弧）円
・講師の謝礼 各社、辞退するとのこと。

お願いしたことについて、お礼を兼ねて挨拶をし

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

4月3日 国際医療福祉大学入学式へ参加（会長）
4月21日 監査会（事務所）
三役会及び法人格取得委員会の開催

された。

第6号議案 社団法人栃木県放射樟技師会第86回定
期総会開催について
・日 時●平成24年6月16日比）

第2号議案 平成23年度事業経過報告について
別紙資料

・場 所 ニューサンピア栃木

（誤字・脱字は、事務所へ連絡する）

（鹿沼市栃窪1255 電話0289−65−1131）

・受付時間．16．45

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。

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

第3号議案 平成23年度会計決算報告について

（金田財務部長）
別紙資料

3、表彰20年、35年勤続功労表彰

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23年度監査報告（監事）
監事：若林忠恭 4月21日仕）16時から本会事務所
にて監査会を実施した。会務その他、会計書類等を
詳細に監査した結果、問題はなかった。
議長は、この議案について諮ったところ満場一致

勤続功労者名の読上げ■福田常務理事
表彰状、筒、広蓋を準備する人．矢野事務員
記念品（時計）、出席者名簿、会旗等必要
なものを準備する人：福田常務理事
4、総会運営委員会報告
総会運営委員長 寺島洋一理事
1地区．吉成亀蔵（大田原赤十字病院）
2地区 ′ト黒 酒（濁協医科大学病院）
3地区●大築慎一（栃木県済生会宇都宮病院）

4地区．長沢雅史（佐野市民病院）

で承認された。

5地区●寺島洋一（自治医科大学附属病院）

第5号議案 平成24年度第1回卒後教育講座開催
について
・日 時．平成24年6月16日仕）

議事録作成人 執行部案として福田常務理事

・場 所：ニューサンピア栃木

議事録著名人
7、議事

（鹿沼市栃窪1255 電話0289−65−1131）

・受 付．14：30

5、議長選出 執行部案として柳沢三二朗理事
6、議事録作成人並びに議事録著名人選出

開始ニ15：（氾

野澤副会長、牧島総務部長

第1号議案 平成23年度事業経過報告
第2号試案 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 公益法人格の取得変更と一
般法人格取得への方向転換

・演題1●「平成24年度診療報酬改定のポイントに
ついて」

・講 師 コヴイデイエンジャパン㈱セールス＆マーケ

テイング部 富永伸夫氏
・演題2：「手術におけるNavlgatlOnSystem」

について

・講 師 プレインラボ㈱ 平井氏

第5号議案 その他
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8、閉会の挨拶：野澤副会長

学術部：吉成学術部長

総会終了後に拡大幹事会を開催する（10分前後を目標）
・通信員と連絡員について活動費を進呈 クオ

消化管撮影研究会が平成24年度第1回研究会を開
催した。

カード（1．000円分）

日時二平成24年4月21日

・各位地区別に連絡会を開催？
総会出欠票の／切．6月1日睦ほでに葉書にて返

信提出とする。
意見交換会の開催について
開演19の0〜
司会 柏崎組織部長
意見交換会の〆切 6月1日偉はでに技師会事務
所直接申し込みとする。
宿泊等の内容は資料参照

場所：福田記念病院分院にて
参加者19名
議長：神山辰彦 マンモグラフィー研究会の代表
者交代については、研究会の中で決定していただけ
れば問題はない。小島礼子さんから園部富美恵さん
に交代となる。

広報部：樋口広報部長
あすた−とVol．30

発行4月14日

予定通り発行

した。
次回の会誌（104号）：7月17日（ノd

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。

原稿7月3日

（州締め切り

内容は学術関連の第2地区卒後教育講座の資料を
掲載する。その他の地区でも掲載したい内容があれ
ば申し出ていただきたい。（講師の先生方からいた
だければ掲載する。）

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
福田常務理事が欠席のため、議長神山辰彦が報告
する、別紙資料にある新入会希望者の入会について

ため原稿形式にまとめられたものが望ましい。

お諮りする。

組織部：柏嶋組織部長

掲載のデータがパワーポイントだとページ数が増
えてしまうため、また後から見て分かりやすくする

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、全員の入会が承認された。

企画部：小黒企画部長
特になし

地域医療対策部：長沢地域医療対策部長

総務部：放鳥総務部長
資料の訂正依頼（別紙参照）

特になし

女性部：遠藤女性部長

緊急連絡網の確認

特になし

平成24年度 事業計画表の訂正
9月28日㈲〜30日（日）第28匝l診療放射線技師学術大

会（愛知県名古屋市）
訂正 第28回日本診療放射線技師学術大会（愛
知県名古屋市）
議長：神山辰彦 担当役員を三役会にて決めさ
せて頂いた。学術部の人員が一人欠員しているの

で、遠藤奈美理事にお願いする。

理事：遠藤奈美 学術部担当の件、了解する。
財務部：金田財務部長
別紙参照
会費未納者の氏名明記について：前年度まで明記
していたが、栃木県単独で請求できないため今回よ

各地区理事活動報告
・第1地区 吉成理事
・第2地区 小黒理事
・第3地区 大築理事
・第4地区 長沢理事
・第5地区 寺島理事

特になし
特になし
特になし
特になし
特になし

理事：金田幹雄 総会委任状を棄苔で集めるとの
ことであるが、委任状の回収は連絡員の業務であ
る。今後の連絡員の役割についてはどのような位置
づけになるのか。

議長：神山辰彦 今回だけ試みてみたい。矢野事
務員から連絡するのではなく、連絡員から連絡をし
てもらう。

理事：金田幹雄 卒後教育講座を開催するときに

り人数の明記にとどめることとする。
賛助会員のコニカミノルタヘルスケアが平成21年

参加者名簿に記入して行うが、ポイントの申請に日

度〜23年度の分が未納だったが除名勧告をしたとこ
ろ、4月25日に全額（21万円）納付された。

放技会員番号が必要となる。記入欄を作成して漏れ
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のないようにお願いしたい。

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。

第9号議案

フレッシャーズセミナー開催について

（理事会資料参照）

第8号議案 公益法人格取得委員会報告
理事：放鳥正道 6月16日定期総会にて、公益法
人格の取得変更と一般法人格取得への方向転換につ
いて審議していただく。

2月末に県より質問票の回答があり、4月末に改

第10号議案 その他（報告事項と確認事項）
・医療画像精度管理移行講習会を来年2月末までに
開催すること。

対象者：40名程度
・静脈注射に関する講習会を3月末までに開催する

めて一般社団法に移行することを踏まえた定款の案
と質問票を再度送付したが、まだ回答は届いていな
い。6月の総会に間に合えば話すことも可能。

運営担当者講習会 6月3日に東京で実施する。
小黒活理事を推薦した。

議長：神山辰彦 公益法人格取得から一般法人格
取得への方向転換について理事会にて承認いただき

議長は、この議案について諮ったところ満場一致

こと。

で承認された。

たい。

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：神山辰彦 一般社団法人格の認可について
（別紙資料）の説明をする。会誌『あすた−と』最
新号になぜ公益法人格取得から一般法人に変わった
のか理由を蓄かせていただいた。
一般社団法人格認可を来年4月1日に移行日とす

ると、本年12月までに臨時総会を開催して書類の提
出を行っていかなければならない。

議長は本日の平成24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。

会長：神山辰彦 閉会を宣し、午後7時50分散会
した。

最初の役月等の選任 役員は現在の役員で行いた
い。来年6月の一般社団法人総会にて新役員を選任

しなければならない。現在の道営体制を見直す方向
である。（理事会の回数、役員の人数など）。

日 時二平成24年7月27日陰）午後6時30分
場 所：栃木県済生会宇都宮病院 北館 第3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
樋口清孝 小黒 清、黒川元晴、斉藤 稔、江原信隆、長沢雅史、大築慎一
（監事）川口俊郎、若林忠恭

吉富誓‥（理事）柳沢三二朗、寺島洋一、吉成亀蔵、遠藤奈美
開会の経過
定刻に重り、会長神山辰彦 開会を宣する。

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。

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

第1号議案 平成24年度第1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24年度第1回理事会議事録
の承認を求める。
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第3号議案

特に訂正箇所等は無く、満場一致で承認された。
議長：神山辰彦 第1回理事会以降の動きについ
て報告する。
5月14日

あすた−と30号発行

平成24年度 第28回日本診療放射線
技師学術大会（愛知県開催）について
議長神山辰彦より報告する。

参加申し込みは栃木県放射線技師会をとおして行
うため、参加希望の会員は技師会事務所に申し出て
いただきたい。

5月21日 栃木県医事厚生課との面談（本会事務所）

6月1日 日本放射線技師会創立60周年記念式典
議長は、この議案について議場に諮ったところ、

（パレスホテル東京）

6月2日 日本放射線技師会定期総会（科学技術

満場一致で承認された。

館サイエンスホール）

6月12日

公益法人格取得委員会

県との相談

（栃木県庁）
6月14日 栃木県がん集検協議会理事会（栃木県
立がんセンター）

6月16日

第4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1回卒後教育講座・第86回総会・勤

第5号議案 公益法人格取得委員会報告
理事：放鳥正道 議長の求めにより報告する。
6月12日に、文書学事課、医事厚生課と一般社団

続20年、35年表彰・会員情報交換会
（ニューサンピア栃木）

6月17日 診療放射線技師のためのフレッシャー
ズセミナー（ニューサンピア栃木）

6月19日 第2地区役員会（濁協医科大学病院）
7月5日 栃木県がん集検協議会総会及び学術講
演会（栃木県立がんセンター）
7月6日 群馬県放射線技師会元会長 羽部孝氏

叙勲祝賀会（前橋商工会議所）
会（栃木県総合文化センター）
北開束地域役員（拡大会長会議）・教育委
員合同会議（栃木県総合文化センター）
会誌104号発行

7月27日

第2回理事会

うである。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

7月14日 第2回三役会及び公益法人格取得委員

7月24日

法人化に変更の相談会に参加し、定款の案や会計な
どの書類を提出した。次回の相談会は9月に予定さ
れているが、問題なく一般社団法人格を取得できそ

満場一致で承認された。

第6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

ノー、

き報告する。

第2号議案 第2回卒後教育講座（公開講座）の開

6月1日に東京のパレスホテルで開催された、日

本放射線技師会創立60周年記念式典において、本会

催について

神山辰彦会長が厚生労働大臣表彰を受賞した。
新入会届けが提出された2名について入会を認め

議長神山辰彦より報告する。
日 時 平成24年11月10日吐）

場 所 未定
内 容 未定
毎年放射線パネル展を同時開催していたが、今年
度は北開束学術大会の開催があるためパネル展に関
しては開催しない方向で進めて行きたい。

てよいか理事会にお諮りしたい。

議長は、新入会届けが提出された2名について入
会の可否を諮ったところ、満場一致で入会が承認さ
れた。

また、講座が終了した後に臨時総会を開催する予
兵庫県技師会より本会へ1名の会員が転入した。
大田原赤十字病院が那須赤十字病院に改名された。
（総務部）
議長神山辰彦より報告する
法人格取得の近県の状況は以下の通りである。

定である。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で承認された。
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一般社団法人格取得済・・千葉県

・第2地区（小黒理事）
6月19日に濁協医科大学病院において地区役員会

公益法人格取得済・‥埼玉県、東京都
一般社団法人化の動向‥・群馬県、新潟県、栃木県

を開催し、卒後教育講座を10月27日と2月2日の2

公益法人化の動向‥茨城県

回開催することを予定した。

（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りである。
第1回卒後教育講座およびフレッシャーズセミ

・第3地区（大築理事）
8月1日に済生会宇都宮病院において、済生会宇

都宮病院と共催で卒後教育講座を開催する。
・第4地区（長沢理事）
特になし。

・第5地区（寺島理事）

ナーの会計については資料のとおりである。

寺島理事欠席のため議長神山辰彦より報告する。

（学術部）

理事：吉成亀蔵（欠席）

特になし。

特になし。（議長神山辰彦）
（広報部）
理事：樋口清孝 議長の求めにより報告する。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で了承された。

あすた−とVo131は10月29日を発行予定日にして

いるので、原稿の締切は10月16日にお願いしたい。

第8号議案 その他（報告事項と確認事項）

関東甲信越の学術大会の開催報告やフツレシヤーズ
セミナーの開催報告、また各地区の卒後教育講座の

議長：神山辰彦 6月3日に日本放射線技師会に
おいて静脈注射抜針認定講習会が開催され、各県の
代表者1名が参加した。関東甲信越地区の地方開催
は北と南で1回ずつ開催する予定で、11月に茨城県
で、12月に埼玉県の済生会川口総合病院で開催され
る予定である。

インフォメーションを掲載する予定である。

（組織部）
理事：柏崎克彦 特になし

（企画部）
理事：小黒 清 議長の求めにより報告する。

今年度は関東甲信越学術大会の開催のため、パネ
ル展は開催しない。

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、満場一致にて承認されたことを

確認した。

（地域医療対策部）
理事：長沢雅史 特になし

議長は、本日の平成24年度第2回理事会における

（女性部）
理事遠藤奈美欠席のため議長神山辰彦報告する。
特になし。

試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

◎各地区活動報告
・第1地区（吉成理事）

した。

吉成理事欠席のため議長神山辰彦により報告す
る。

特になし。
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日 時：平成24年9月21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、牧畠正道、柳沢三二朗、金田幹雄
柏崎克彦、寺島洋一、樋口清孝 小異 清、黒川元春、吉成亀蔵、遠藤奈美
斉藤 稔、江原信隆、長沢雅史、大築慎一
（監事）川口俊郎、若林忠恭

また、昨年度同時に開催した放射線パネル展は、

開会の経過

定刻に至り、会長神山辰彦 開会を宣する。

今年度開催しないこととする。

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。

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年度第28回日本診療放射線技師

第1号議案 平成24年度第2回理事会議事録の承認
並びに会長報告

学術大会（愛知県開催）について
議長神山辰彦より報告する。
本県の大会参加者は約10名。
本県からの参加費助成3名。（発表者、座長）

議長：神山辰彦 平成24年度第2回理事会議事録
の承認を求める。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で承認された。
特に訂正箇所がないため、満場一致で承認された。

第4号議案 平成24年度関東甲信越診療放射線技師

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1日 第3地区卒後教育講座胃がん検診講習

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。

会開催（済生会宇都宮病院）
8月8日 栃木会館の耐眉間長引二係る入居団体説

明会（栃木会館）
9月7日 第52匝Ⅰ栃木県公衆衛生大会（栃木県総

第5号議案 公益法人格取得委員会報告
議長神山辰彦より報告する。
一般社団法人格取得のために進めているが、会計
の内訳以外は特に問題なさそうであるこ会計の内訳

合文化センター）
9月12日 平成24年度関東甲信越診療放射線技師

学術大会実行委貞会（栃木県総合文化

は、判定委員がわかりやすい項目で表記した方が良
いとのことである。

県、文書学事課の回答次第で、定款改正について

センター）

の臨時給会を11月10日出に開催することとしたい。

第2号議案 第2回卒後教育講座（公開講座）の開
議長は、この議案について議場に諮ったところ、

催について

理事：大築傾一 議長の求めにより報告する。

満場一致で承認された。

日 時 平成24年11月10日仕）
14

場

所

第6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

00受付14●30開演

コン七一レ

大ホールB

内 容 「狭心症と心筋梗塞の予防と治療法」

済生会宇都宮病院副院長野間重孝先生
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き報告する。
新入会届けが提出された4名について入会を認め
てよいかお諮りしたい。

ネル展を開催しない。また、今年度はその他でも開催
しない予定である。

（地域医療対策部）
理事：長沢雅史 議長の求めにより報告する。
公衆衛生事業功労者について、宇都宮地区、芳賀

議長は、新入会届けが提出された4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

地区、南那須地区からそれぞれ1名ずつ、小山地

承認された。

区、栃木地区からそれぞれ2名ずつ推薦した。

理事：福田敏幸 第52回栃木県公衆衛生大会の表
彰者は次の通りである。

（女性部）
理事：遠藤奈美 議長の求めにより報告する。
10月22日に日本診療放射線技師会が開催する女性
サミットは、業務の都合がつかないため欠席する。

知事表彰：青山良英 （福田記念病院）
吉原淳一 （那須南病院）

◎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）

福田敏幸 （済生会宇都宮病院）
大会長表彰一柴 信治 （石橋総合病院）
君島昌良 （栃木県医師会塩原病院）
柏崎克彦 （宇都宮記念病院）
松田悟志 （下都賀総合病院）
飯島 渉 （西方病院）
（総務部）
理事：放鳥正道 特になし。

日 時 平成24年10月20日仕）

場 所：那須赤十字病院
内

（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。

容

ⅠVRペイシェントケア研究会と合同で

開催する。内容は未定である。
・第2地区（小黒理事）
日

時．第1回

平成24年10月27日仕）

第2回

平成25年2月2日仕）

会費納入状況については資料の通りである。

場 所●濁協医科大学病院

第28回日本診療放射線技師学術大会において、発

内 容．第1回 「CT、MRIの基礎。」

表演者3名（内1名座長兼）に参加費を助成する。
（学術部）
理事：吉成亀裁 議長の求めにより報告する。
第2回卒後教育講座の開催案内の発送を事務局にお

第2回 「未定」
・第3地区（大築理事）
特になし

・第4地区（長沢理事）
日

願いしたい。

時．平成24年12月1日出

場 所 足利赤十字病院
内 容 3題の講演を予定しているが、詳細は未

第8回学術研究発表会の演題を募集中である。

（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」31号の発行予定日が10月29

定である。
・第5地区（寺島理事）
内容についてはほぼ確定している。日程の調整を

日で、原稿の締め切りは10月16日である。

各地区の卒後教育講座の案内や開催報告、フレッ
シャーズセミナーの開催報告、関東甲信越学術大会
の報告などを掲載予定なので、原稿を期日までにお

行っている段階である。

願いしたい。

満場一致で了承された。

（組織部）
理事：柏幡克彦 特になし。

（企画部）
理事：小黒 清 議長の求めにより報告する。
第2号議案で決定したとおり、今年度第2回卒後教
育講座（市民公開講座）との同時開催では、放射線パ
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議長は、この議案について議場に諮ったところ、

第7号議案 その他（報告事項と確認事項）
議長：神山辰彦 第5号議案で承認いただいたと
おり、順調に進めば、11月10日の卒後教育講座終了
後、社団法人格から一般社団法人格への移行のための

定款改正を目的とした臨時給会を開催する。タイトなス

ケジュールとなるがご協力をお願いしたい。

議長は、本日の平成24年度第3回理事会における議

画像情報管理士の更新のための講習会を、来年の1 案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降壇し
月か2月に濁協医科大学で開催する予定である。

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

会長：神山辰彦 閉会を宣し、午後7時00分散会し
た。

た。

日 時：平成24年10月26日睡）午後6時30分

場 所：栃木県総合文化センター 第四会議室

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、寺島洋一
小黒 活、黒川元春、吉成亀蔵、遠藤奈美、斉藤 稔、江原信隆、長沢雅史
（監事）川口俊郎、若林忠恭

至芸誓＝（理事）茂木常男、柳沢三二朗、樋口清孝、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。

第2号議案 一般社団法人移行承認について
議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。お手元
の資料は移行認可申請書を一部抜粋してコピーした

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、議事録作成人に理事福田敏幸、議事録著
名人に理事野澤章二、理事牧島正道が選任された。

ものである。実際には30種類くらいの憲類がある。

1の主たる事務所は現在の栃木会館の事務所の住所
で、3の認可を受けた後の法人の名称は、「一般社

団法人栃木県診療放射線技師会」とし、国家資格と
同じ「診療」の二文字を入れることとした。
次の別紙1●法人の基本情報については、法人の

第1号議案 会長報告
議長：神山辰彦 最初に、10月6日・7日に開催
された平成24年度関東甲信越診療放射線技師学術大

名称、住所、代表のメールアドレス、ホームページ
アドレス、代表者氏名などを記載するもので、申請

会については、我々の予想以上に大盛況となり、大

業務担当者は事務所の矢野さんの名前としてある。
別紙2は、公益目的財産額というもので、

会運営や内容そのほかについて各都県会長から大変

2，729．294円というのが、平成24年3月31日現在、本

良かったとの言葉をいただいた。この場をお借りし

会が所有している財産ということになる。この金額

て皆様に改めて感謝を申し上げたい。

を0にしてなくすようにしていくというのが基本で

諸々の資料は、保存して10年後の次回に役立てて
いただきたい。

ある。

別紙3公益目的支出計画等には、継続事業として
どのような活動をするのかが記載されており、今ま

次年度の関東甲信越診療放射線技師学術大会につ
いては、神奈川県技師会が実施県で平成25年6月29

でやってきたことをそのまま継続していくというこ

日30日に横浜で開催される。例年10月に開催してい

とで、4の継続事業の1として、「医療と保健の維

るが、神奈川県は10月だと日程が取れないとのこと

で6月開催となった。お手元にポスターを配布した

持発展及び公衆衛生の向上を図ること」とした。当
初はもう少し具体的に書いていたが、県の担当者の

のでご覧いただきたい。会場は中華街の近くとのこ

指導によって簡潔にということであったため、この

とであるが、3会場に分かれるので多少不便かもし

文言となった。5の公益目的支出の見込額（平均

れないができる限り多くの参加をお願いしたい。

の額）は、年間どのくらい支出するかということ
で、4，987，500円となり、7の「公益目的支出の見込

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

額」−「実施事業収入の見込額」は、4．987，500円か

ら実施事業収入の見込額の1．500．000円を差し引いた

満場一致で承認された。
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を行えば公益目的財産額の2，729，294円を超えるので

第3号譲葉 その他
議長：神山辰彦 日本消化器がん検診学会関東

公益日的財産額は0になるということである。8の

甲信越地方会放射線部会より、平成24年12月1日に

「公益目的財産額が寄となる予定の事業年度の末

済生会宇都宮病院にて開催する第21回胃Ⅹ線検査レ
ベルアップセミナーについて、本会に共催の依頼が

3，487，500円となる。これにより、1年間普通に事業

日」というのが、平成25年3月31日ということにな

るので、申請をおこない6月の総会が終わった時点
で一般社団法人となる。

次ページに示したものが収支決算書内訳表と収支
予算書内訳表になる。これを作成するのにかなりの
労力を要した。収支決算書内訳表は、今年の6月の
総会で承認されたものを定められた形に作り変えた
もので、収支予算書内訳表は同じく3月の総会で承
認いただいたものを作り替えたものになる。これに
ついては県の担当者と協議のうえ作成したので問題

は無いはずである。

あった。共催するにあたって特に費用の負担はない
とのことで、所謂、名義使用のみということである。
この件について、共催してよろしいかを理事会に
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、

満場一致で共催することが承認された。

議長：神山辰彦 日本診療放射線技師会の認完資
格である医用画像情報管理士から医用画像情報制度

次ページにあるものが「継続事業の説明」という

管理士への移行講習会について、平成25年1月27日

もので、事業の趣旨、事業の内容などが記されてい

（臼）に濁協医科大学を会場に開催することとした。本

るので一読しておいてほしい。

これらの書類をネットにアップロードして承認し

県には対象となる有資格者が48名いるが、他県から
の受講者がいることも予想して対応していきたい。

ていただき、審査に入るという手順となる。県の承

対象となる会員への通知は、個別に11月中に行うよ

認が得られれば、審査会ではよほどのことがなけれ
ば承認されるとの情報である。

うにする。

次に定款について、新旧定款の対比案をご覧いた
だきたい。事前に目を通していただいたかと思う。

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。

大事なところは、最後の附則にこの法人の最初の会
長は神山辰彦、副会長は茂木常男及び野澤幸二、常
務理事は福田敏幸、業務執行理事は牧島正道、金田
幹雄及び吉成亀蔵とする。と、すでに氏名が記され
ている。本来は選挙をしなければならないが、この
ように氏名を記載することでこのままの体制を維持
できるためこのような形をとった。万一、名前が記

載されている方が役員を辞退するようなことになる
と総会をもう一度開催して、定款を改正しなくては
ならなくなるのでご理解いただきたい。

来年6月に予定されている総会までは、現在の監

理事：長沢雅史 足利地区佐野地区の公衆衛生大
会の表彰候補として、足利赤十字病院の中主氏と佐
野厚生総合病院の沢井氏を推薦したことを報告する。
理事：福田敏幸11月10日比）に定款改正のための
臨時総会を開催するにあたり、定款改正には4分の
3以上の同意を得なければ改正できないことから、

各理事の施設の総会を欠席する会員のみなさんか
ら、確実に委任状を回収していただきたいので宜し
くご協力のほどお願いしたい。

事・理事の役員体制で継続していきたい。
議長は、その他について諮ったところ特になく、

議長は、この議案について質問がないかどうか議
場に諮ったが特になかった。

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。

諮ったところ、満場一致で一般社団法人への移行申

議長は、本日の平成24年度第4回理事会（臨時）
における議案がすべて議決完了したことを宣し、議

請について承認された。

長席を降壇した。

議長は、この議案についての賛否について談場に

会長：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24年11月30日瞳）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、野澤幸二、牧島正道、金田幹雄、柳沢三二朗、柏崎克彦
寺島洋一、樋口清孝、吉成亀蔵、黒川元暗、遠藤奈美、斉藤 稔、大築慎一、長沢雅史
（監事）川口俊郎、若林忠恭

苦言誓：（理事）福田敏幸、小異 清、江原信隆
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、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、理事牧島
正道、議事録作成人に理事長沢雅史が選任された。
票1号議案

平成24年度第3固、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24年度第3回、第4回理事
会議事録の承認を求める。

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：総会遁営委貞長 長沢理事
4議長選任執行部案 江原理事
5議事録作成人並びに議事録著名人選出
議事録作成人一福田常務理事
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25年度 事業計画（案）
第2号議案 平成25年度 予算普（案）
第3号議案 その他
7閉会挨拶●野澤副会長
スローガンについては、規約・実効性・法人格移
行の時期的なものを考慮し、先の三役会で来年度か

議長は平成24年度第3回、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。

ら提起しないこととした。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

議長：神山辰彦 第4回理事会以降の動きを資料
に基づき報告する。

満場一致で承認された。

11月10日 第2回卒後教育講座（市民公開講座）

第3号議案 第3回卒後教育講座 第8回栃木県放
射線技師会学術研窄発表会について
理事：吉成亀載 議長の求めにより報告する。
第3回卒後教育講座について
「救急医療における診療放射線技師の役割」
濁協医科大学救急医学 准教授 松島 功 先生

（コンセーレ）

第87回臨時給会（コンセーレ）

第4回三役会及び公益法人格取得委員会
（コンセーレ）

11月29日 第5地区卒後教育講座（自治医科大学附

属病院）

以上は、決まっている。来年早々に告知する。研
究発表については、まだ4演題しか申込みがない。

第2号議案 社団法人栃木県放射線技師会第88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。

理事：柳沢三二朗 抄録作成の期限までに演題が
揃えば問題ない。11から13演題は欲しい。

平成25年3月10日（日）1130から（午前のセッション

議長：神山辰彦 演題が少ない場合、パネルディ
スカッションを行っても良い。まずは各施設で声を

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●給会運営委員（各地区理事）
出席者名簿、会旗などの準備は福田常務理事
○総会次第と担当役員選出（執行部案）
総会司会●福田常務理事

かけてもらいたい。

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。
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第4号議案 医療画像情報精度管理士移行講習会の
開催について

理事：柏崎克彦 メーリングリストについて、迷惑
メール等は入らないので安心して登録してほしい。

議長一神山辰彦 資料に基づき報告する。
日時

平成25年1月㌘日（日）9

充実を図る。
く5）諸規程の変更・修正及び作成を行う。

30−12：45

理事二樋口清孝 登録方法がわからない人がいる

場所 濁協医科大学臨床教室120番

かもしれない。「あすた−と」に載せてはどうか。

申込み期限一平成25年1月9日㈱

議長：神山辰彦 申込み期限厳守でお願いした
い。担当は神山と、野澤副会長・小黒理事の3名で
実施する。もしここで受けられない場合は、来年3
月3日に茨城県で行う予定になっているので、そち
らに参加しても良い。

理事：柳沢三二朗 受講人数の制限はあるのか。
議長：神山辰彦 栃木県の受講対象者が49名で、
教室の定員が150名。他県から来ても人数の問題は
ない。また対象者の確認は、技師会事務所で出来

議長：神山辰彦 全会員の3分の2以上がメーリ
ングリストに登録してもらえるようにしたい。もう

ひとつ予算書のことで、各部で何かあれば金田財務
部長に報告するように。
理事：金田幹雄 基本的には例年のとおりに作成
する。何かあれば言ってほしい。
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。

る。各自で行ってもらいたい。

第7号議案 公益法人格取得委員会報告
議長：神山辰彦 一般社団法人格取得のため、11

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

月10日に行った臨時給会の議事録を11月28日までに

満場一致で承認された。

提出する畜類に添付することが出来た。期日が迫る
第5号議案

平成25・26年度選挙管理委員の選出に
ついて

議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。
法人移行の年で6月に移行した場合役貞選挙をし
なくてはならない。そこで例外として、1年だけの

選挙管理委貞の選出をする。委託期間は、平成25年

甲、関係各位のご協力に感謝する。11月25日に提出
できた。現在審議されていると思われるが、現時点

までは順調に進んでいる。
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。

4月1日から平成26年3月31日までの1年間。濁協

医科大学病院・済生会宇都宮病院、栃木県立がんセ
ンターから出してもらいたい。来年2月8日の理事

会までにお願いしたい。
議長は、この諌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・各地区報告について
◎部会報告
（事務局）
理事：敷島正道 福田常務欠席のため、議長の求
めにより資料に基づき報告する。資料のとおり、新
入会希望者が2名。入会を認めて良いかお諮りした
い○

第6号議案 平成25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。
第紬回定期捻会へ事業計画（案）の提出の前に、
平成24年12月14日鹿までに、各部長が事務所へ訂正

箇所の報告をする。
また、来年度は、重点項員として下記の5項目の
事業を行いたい。
（1）診療放射線技師基礎講習会の開催。（「静脈注
射（針刺しを除く）講習会上「Ⅹ親CT検査」）

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：放鳥正道 転入者、退会者がそれぞれ1名
いる。

（2）会員メーリングリストの登録推進

（3）平成25年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

（神奈川県）への参画。
（4）栃木県放射線技師会 第9回学術研究発表会の
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理事：野澤幸二 三役会で、資料上入会者の県技
師会登録番号を理事会承認後に掲載したほうが良い
ということになった。

（総務部）
理事：放鳥正道 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。
会費納入状況については資料のとおりである。現
時点の未納者が104名いるが、日放技の督促が出て
いないことが原因と思われる。

◎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。
（第1地区）理事：吉成亀蔵
卒後教育講座
平成24年10月20日仕）

内容．ⅠVRペイシェントケア研究会と合同で開催

参加人数●70名（本会会員29名）

関東甲信越診療放射線技師学術大会の参加費助成
として、発表者・座長に国憲カードを進呈した。
除名対象者が11月30日現在12名いるが、日放技で
は「除籍」としている。本会ではどちらにするの

（第2地区）理事：遠藤奈美 特に報告事項なし。
（第3地区）理事：大熊慎一 特に報告事項なし。
（第4地区）理事：長沢雅史
明日、12月1日に卒後教育講座を開催予定。

（第5地区）理事：寺島洋一

か、審議願いたい。

議長：神山辰彦 本会の現行規定では、「除名」

昨日、11月29日に1回目の卒後教育講座を開催し

となる。厳しいのではと言う意見がある一方で、再

た。非会員の参加もあり盛況であった。2回目の卒

入会者はいないという現実もある。法人格移行も考

後教育講座を1月から2月に行う予定である。
理事：野澤幸二 ホームページについて古い記述
があるので、整理してはどうか。

慮し、ここではっきりさせたい。本会としては、2

年間未納者に対して「除名」とすることにしたい。

議長は、「除名」の是非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：神山辰彦 柏崎理事にお願いしたい。
理事：柏嶋克彦 承知した。
議長は、この議案について議場に諮ったところ、

理事：金田幹雄 除名にする場合、内容証明郵便

満場一致で承認された。

で本人宛に通知する。それでよろしいか。

議長：神山辰彦 それでいい。除名者の最終的な
決定は総会で行う。
（学術部）
理事：吉成亀敲 議長の求めにより報告する。第
2回の卒後教育講座を開催した。

（広報部）
理事：樋口清孝 議長の求めにより報告する。

第9号議案 平成25・26年度公益社団法人日本診
療放射線技師会代議員立候補について
議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。
現在、神山辰彦・福田敏幸・金田幹雄の3名が立
候補を希望している。他に希望者がいれば立候補し
てほしい。定員が3名なので、多い場合は3月の総
会で選挙を行い決定する。

次回のあすた−と32号の発行予定は1月15日で原

稿の〆切を平成24年12月25日洲とする。各地区卒後

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

教育講座開催の報告をお願いする。
第8回学術研究発表会の抄録集の／切を2月1日

満場一致：で承認された。

睡）とする。発行予定は2月25日（月）とする。

第10号議案 その他（報告事項と確認事項等）
理事：金田幹雄 議長の求めにより、平成24年度
関東甲信越診療放射線技師学術大会の決算報告につ
いて資料に基づき報告する。

議長：神山辰彦 各地区卒後講座の会誌用原稿
は、スライドに説明を加えてもらうよう、依頼して

欲しい。

議長：神山辰彦 山梨大会に比べ、広告・機器展
示収入が少なかった。今回他の学会と日程が重なっ
たことが原因かと思うが、収支的にも問題なく終了
できた。関係各位に感謝したい。

（組織部）

理事：柏崎克彦
（企画部）
理事：柏崎克彦
（地域医療対策部）
理事：長沢雅史
（女性部）
理事：遠藤奈美

特に報告事項なし。
特に報告事項なし。

理事：大築慎一 「栃木県カテーテルスタッフ研

究会」が立ち上がった。主に放射線技師・看護師t
臨床工学技士・臨床検査技師が対象でやっていく。
直接当技師会とは関係ないが、この場を借りて参加

特に報告事項なし。

特に報告事項なし。
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を要請したい。第1回日を12月8日に済生会宇都宮

病院で行う。
議長：神山辰彦 日放技勤続30年表彰で、本会か
ら以下の7名を推薦する。

議長：神山辰彦 神山が技師連盟の本県技師会代
表となる。協力をお願いしたい。
議長は、その他について諮ったところ特になく、

石井純子（礪協医科大学病院）
山下 明（那須赤十字病院）
松田情意（下都賀総合病院）

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。

今村雅彦（㈱本田技術研究所四輪R＆Dセンター）

議長は、本日の平成24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
壊した。

小林 桂（栃木県済生会宇都宮病院）
高田 守（佐野市民病院）
植木忠夫（柴病院）

会長：神山辰彦 閉会を宣し、午後7時52分散会
した。

日 時：平成25年2月8日（劉 午後6時30分
場 所：済生会宇都宮病院 第3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、柳沢三二朗
柏崎克彦、寺島洋一、樋口清孝、書成亀蔵、黒川元晴、遠藤奈美、斉藤 稔
大築慎一、長沢雅史、江原信孝
（監事）川口俊郎、若林忠恭

苦纂誓＝（理事）小黒 清
開会の経過
定刻に至り、会長神山辰彦 開会を宣する。

平成25年

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、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、理事牧島
正道、議事録作成人に理事寺島洋一が選任された。

1月15日

あすた−と32号発行

1月18日

第5回三役会及び公益法人格取得委員会
（済生会宇都宮病院）
医療画像情報精度管理士移行講習会（濁
協医科大学病院）
第5地区卒後教育講座第2回（自治医科
大学附属病院）
第2地区卒後教育講座第2回（濁協医科
大学病院）

1月27日

1月30日

2月2日

第1号議案 平成24年度 第5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24年度第5匝Ⅰ理事会議事録
の承認を求める。

2月2日

第8回栃木ラジオロジーセミナー（ホテ

ル東日本宇都宮）

第2号議案 社団法人栃木県放射線技師会第88回
議長は平成24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。

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25年3月10日（創11●00

議長：神山辰彦 第5回理事会以降の動きを資料
に基づき報告する。
平成24年

12月1日

第21回胃Ⅹ線検査レベルアップセミナー

（済生会宇都宮病院）
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（午前のセッション終了後、昼食前に開催）
場所 濁協医科大学 閥湊記念ホール
受付 総会運営委員（各地区理事）
出席者名簿、会旗等の準備：福田常務理事

総会次第と担当役員選出
総合司会
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総会道営委員会報告：総会運営委員長 長沢理事
4議長選出 （執行部案）江原理事
5議事録作成人並びに議事録著名人選任
議事録作成人：（執行部案）福田常務理事
議事録著名人：（執行部案）野澤副会長
牧島理事
6議事
第1号議案 平成25年度 事業計画（案）
第2号議案 平成25年度 予算書（案）
第3号議案 諸規程の改正（案）
第4号議案 会員の名誉会員への推薦と除名につ
いて

・武田光正会員（元副会長）の名誉
会員への推薦について
・会費未納会員の除名について

第4号譲葉 平成25年度選挙管理委員の選出について

議長．神山辰彦 資料に基づき報告する。
・平成25年度は法人移行に伴うため、1年任期で選
挙管理委月を選出する。
・委嘱期間（平成25年4月1日〜平成26年3月31日

まで1年間）

委員長 杉岡芳明 濁協医科大学病院
委 貞 石川明敏 済生会宇都宮病院
委 員 佐藤 宏 栃木県立がんセンター
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25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25年度事業計画（案）について、誤字脱字な
（
どの訂正箇所を確認する。
第6号議案 平成25年度予算書（菓）について
金田財務理事 資料に基づき報告する。一般社団
法人への移行に伴い、正味財産増減計算方式へ変更

第5号議案 その他
7閉会挨拶 野澤副会長

となっている。

議長はこの議案について議場に諮ったところ、満
場一致で承認された。

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8回栃木県放
射線技師会学術研究発表会について
理事：吉成亀蔵 資料に基づき報告する。
日時

平成25年3月10日（日）1010〜

場所●濁協医科大学 閥湊記念ホール
研究発表Ⅰ：4演題
研究発表Ⅱ：4演題
卒後教育講座I 「救急医療における診療放射線
技師の役割」

講師：松島久雄先生
禰協医科大学 救急医学 准教授
卒後教育講座Ⅱ 「DICOMの基礎〜日常業務

第7号議案 公益法人格取得委員会報告
議長：神山辰彦 平成25年2月12日（リdに法務局の
相談会に参加、平成25年4月1日（月）に登記する予定
で進んでいる。

第8号議案 平成25年度一般社団法人栃木県診療放
射線技師会定期総会（第89回）、第1
回卒後教育講座
理事：放鳥正道 会場の予約内容等について報告する。
6月15日出

・ニューサンピア栃木（担当−カトウ様）

・研修・給会（会場 男体 PM）

の中でのDI COM」

講師：田中利夫先生
東芝メディカルシステムズ株式会社 SI事業部

・宴会 一般社団法人格取得記念祝賀会
・宿泊部屋 4人／部屋を9部屋 和洋室1部屋

理事：吉成亀蔵 担当役員（案）を提示する。

6月16日（日）

議長：神山辰彦 当日の昼食については、各自ご

・ニューサンピア栃木（担当 カトウ様）
・フレッシャーズセミナー

用意いただくこととしたい。

また、横断幕・垂れ幕については、小黒理事に作
成を依頼したい。

（会場 古峰、9●00〜1515終了）

○研修会場は学術部長が予約内容の詳細確認を行う
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。
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○宴会・宿泊は組織部長が予約内容の詳細確認を行
うこと。

第1回卒後教育講座

除名処分にする旨の文書を内容証明郵便にて、自宅
宛に送付した。
（学術部）
理事：吉成亀蔵 来年度の栃木県で開催する基礎

日時．平成25年6月15日出15：00〜

場所：ニューサンピア栃木
（鹿沼市栃窪1255

受付14

TEL0289−65−1131）

講習については、平成25年7月28日静脈注射（針刺

30

7￣−マ

しを除く）に関する講習会、平成25年10月27日に

定期総会

基礎技術講習「X線CT検査」を開催する予定とし

日時●平成25年6月15日比）17●（泊〜

た。

場所●ニューサンピア栃木

（広報部）
理事：樋口清孝 現在、第8回栃木県放射線技師
会学術研究発表会の抄録を校正中である。あすた−

（鹿沼市栃窪1255

受付16

TEL0289−65−1131）
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と33号（5月13日発行）の原稿確認はメールで行

表彰：20年、35年勤続功労表彰

議事一第1号議案 平成24年度事業経過報告
第2号議案 平成24年度会計決算報告
第3号議案 平成24年度監査報告
第4号議案 その他
役員選挙
一般社団法人格取得記念祝賀会

う。

（組織部）
理事：柏崎克彦 特にない。
（企画部）
議長：神山辰彦 欠席の小黒理事より、特に報告
事項は無いとのことである。

日時：平成25年6月15日出18：30〜

意見交換会の出欠／切●5月31日惚技師会事務所
へ直接申し込み
総会出欠票の〆切 5月31日瞳）担当連絡員へ提出
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。

（地域医療対策部）
理事：長沢雅史 特にない。
（女性部）
理事：遠藤奈美 特にない。
◎各地区理事活動報告
（第1地区）理事：吉成亀歳 特になし

（第2地区）理事：金田幹雄
平成25年2月2日仕）

第9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 会員の動静について資料に基づ
き報告する。
新入会届けが提出された1名について入会を認め

第2回地区卒後教育講座開催（参加者29名）
（第3地区）理事：大築慎一 特になし
（第4地区）理事：長沢雅史 特になし
（第5地区）理事：寺島洋一
平成25年1月30日㈱

第2回地区卒後教育講座開催（参加者39名）

てよいかお諮りしたい。

議長は、新入会届けが提出された1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 平成25年度タイムスケジュール
について資料に基づき報告する。来年度は一般社団
法人への移行に伴い、理事会の開催回数が年3回に
なる。

（財務部）
理事：金田幹雄 会費納入状況について資料に基
づき報告する。日放技が督促を行わないため、会費

未納者に対し、会費納入お願いの文書を送付した。
第5回理事会で報告した12名に対し、第88回総会で
ー47−

第10号議案 平成25・26年度 公益社団法人日本診
療放射線技師会代議員立候補について

議長：神山辰彦 現在、代議員は神山辰彦、福田
敏幸、金田幹雄3名、補欠代議員は牧島正道が立候
補している。他に立候補者が無けれぽこの3名が無
投票当選で代議員となる。
第11号議案 諸規程の改正について

議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。規則と
名の付いたものは稔会の承認が必要と解釈する事
になる。主に変わった所は、会費等に関する規則
（案）、入会及び退会に関する規則（案）、役員等
の報酬及び費用に関する規則（案）、社員総会運営
規則（案）である。
理事：福田敏幸 勤続35年表彰を受けた等、会に

多大な貢献のあった会員についての会費免除や日放
技が実施している10万円会費一括納付をすれば、そ
の後の会費免除になる等の配慮を考えていただきた
いという会員からの要望があった。

議長：神山辰彦 方策については、今後、検討し
ていきたい。

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12号議案 その他（報告事項と確認事項等）
議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。
・医療画像情報精度管理士移行講習の開催報告
日時

平成25年1月27日（日）9

30〜12

業に回していきたい。また、定款改正に伴い、議事
録に関して理事会では、議事録作成者、議長、出席
した監事の押印が必要となり、総会では議事録作成
者、議長及び選任された議事録著名人2名の記名押
印が必要となる。
諸規程等の変更については、定期総会時に提案を
行い、会員の承認を得たい。
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。

議長：神山辰彦 その他に何か報告事項等ない
か。

理事：柳沢三二朗 学術研究発表会等での演題募
集に苦慮することが多く、理事のいる施設での配慮

45

場所●燭協医科大学 臨床教室120番
担当 神山辰彦、野滞幸二、小黒 清
受講者：30名
・平成25年度監査会

をお願いしたい。

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、満場一致にて承認されたことを
確認した。

日時一平成25年4月20日出16：（氾〜

場所．栃木県放射線技師会事務所
・第1回三役会
日時 平成25年4月2他 平成25年監査会終了後
場所 栃木県診療放射線技師会事務所

議長：神山辰彦 理事会の開催回数と理事の数を
少なくすることで、法人の事業費を減らし、継続事

議長は平成24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。

会長：神山辰彦 閉会を宣し、午後8時30分に散
会した。

l会の動静
7／5 第2回業務執行理事会（済生会宇都宮病院）
7／16 栃木県生活習慣病検診等管理指導者協議会
がん検診委員会
（栃木県立がんセンター）〈会長〉
7／17

あすた−と34号発行

7／28 静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会
（濁協医科大学）
8／7 栃木会館取壊しに伴う代替施設等に関する説

（コンセーレ アイリスホール）

第3回理事会（コンセーレ アイリスホール）

（栃木会館）〈会長・矢野〉

第53回栃木県公衆衛生大会

11／16 北関東地域役員教育委員合同会議

（栃木県総合文化センター）
9／6 栃木地区公衆衛生協会評議員会及び幹事会
（栃木県下都賀庁舎）〈斉藤〉
9／20〜22

第1地区卒後教育講座
（大田原市ふれあいの丘）
10／10 第3回業務執行理事会（済生会宇都宮病院）
10／27 診療放射線技師基礎技術講習「X線CT検査」
（濁協医科大学）
11／9 第2回卒後教育講座

11／11栃木会館取壊しに伴う移転に関する説明会

明会（元議員会館）〈矢野〉
9／3

10／5・6

（つくば国際会議場）〈会長・小異・吉成〉
11／19 第73回日本公衆衛生学会総会

（宇都宮市）実行委員会〈会長〉

第29回日本診療放射線技師学術大会

11／27 第5地区卒後教育講座1（自治医科大学）
11／28 第4回業務執行理事会（済生会宇都宮病院）

（島根県民会館）
9／21全国地域連絡協議会（全国会長会議）
（島根県民会館）〈小黒〉
9／30 会費納入／切

11／30 第2地区卒後教育講座（第1匝l）

（濁協医科大学病院）
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