日

場

時：平成26年6月14日出

午後4時45分

所：とちぎ健康の森 とちぎ健康づくりセンター 大会議室〈宇都宮市駒生町3337−1〉

総会員数：457名（平成26年6月14日日〕午後4時45分現在）

出席会員数：301名（内訳：本人出席37名、委任状出席231名、古画表決による出席33名）

開会の経過
定刻に至り、理事柳沢三二朗 開会を宣する。
会長神山辰彦より開会挨拶の後、永年勤続功労者
表彰がおこなわれ、勤続35年功労者9名と勤続20年
功労者22名が表彰された。

と、会員の皆様のご支援の賜物と感謝申し上げる。
年度に掲げた重点5項目の事業を行った。
（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した。静脈注射

続いて、

（針刺しを除く）講習会●平成25年7月28日、基礎
技術講習（Ⅹ線CT検査） 平成25年10月27日を開 （

総会運営委員長：寺島洋一 総会道営委員会より
報告する。本日、平成26年6月14日午後4時45分現

在での一般社団法人栃木県診療放射線技師会の正会
員数は457名である。本日の会場出席者数37名。委
任状による出席者数231名。書面表決による出席者
数33名である。したがって有効出席者数は301名と

なり、本会定款第18条「社員総会の決議は、総正会
月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。
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、議長に理事須藤昌彦、議事
録作成人に理事福出敏幸、議事録著名人に理事金田
幹雄、理事牧島正道が選任された。
議長須藤昌彦より挨拶の後、議案の審議に入った。

催した。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．MR検査・乳房
撮影、新潟県：放射線治療を計画していたが、参加
者が少なく何れも中止となった。
（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とした。）。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きた

いが、まだまだ登録者数が少ないので本年度も啓発
を継続してきた。関連団体のメーリングリストに本

会が代表として登録し、会員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った。
（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。神奈川県が開催担当県
となり横浜市で開催した（平成25年6月29日〜30

議長：須藤昌彦 第1号議案 平成25年度事業経
過報告、第2号議案 平成25年度会計決算報告、第
3号議案 平成25年度公益目的支出計画実施報告、
および第4号議案 平成25年度監査報告は開通する
試案であるため、第1号議案から第4号議案は、一
括して審議することとする。
まず、第1号試案平成25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25年度会
務経過の総括を資料に基づき報告する。
平成25年4月1日に一般社団法人に移行し、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
療放射線技師会に法人名称が変更された。第89回定
期総会が開催され、新体制としてスタートをきるこ
とができた。この移行の年を何とか乗り越えたこ
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日）。本会会員も演題発表及び座長、参加登録など
積極的に協力し参画した。
（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、安全で安心な検査の方法や工夫などを報告
する学術研究発表会を開催（平成26年3月9日於 猪
協医科大学）し、その抄録集を発行した。若い会員及
び学生からの発表もあり、登竜門としての役割を果た
せた。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」の場となった。
（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
名を新名称に変更、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新しい諸規程を作成し、走

公益臼的財産額2．584．076円から当該事業年度の公
益昌的収支差額2．659．526円を差し引いた金額が当該

期総会及び理事会で賛否を図りすべて承認された。
毎年の主事業は、見直しを図りながら継続して
行った。事業報告の詳細については、総会資料を参

事業年度末日の公益目的財産残額となり、この金額

照していただきたい。

はマイナス75，450円である。この金額が宥となりさ

議長：須藤昌彦 続いて、第2号議案平成25年度
会計決算報告を執行部より報告いただきたい。

法人から一般社団法人となるものと思われる。

らにマイナスになったことから、これをもって移行

理事：金田幹雄 議長の求めにより資料に基づき
報告する。神山会長に代わり私から報告させていた
だく。決算書は事前に配布してあるので、概略のみ
報告する。
まず、正味財産増減計算杏について、平成25年度
の経常収益は、6，323，327円で、対前年度比81．382円

の減収となった。経常費用は6，049．394円 で対前年
度比230．533円の支出減となっている。

当初の計画では、公益目的財産残額がマイナス
903，424円となる予定であったが、学術研究事業の
情報誌発行を年3回から2回に減らしたことと、マ
ンモグラ7イ研究会の開催実績がなかったことによ
り、計画を下回る結果となった。収入については、

生涯学習事業の卒後教育講座等の会員参加費を無料
としたため、計画を下回った。この結果、公益目的
支出額は、計画を大きく下回ることとなったが、公
益目的支出計画全体の実施に影響はない。
以上、この内容にて報告書を県に提出する。

経常収益から経常費用を差し引いた当期経常増i成
額は、273，933の増となった。

正味財産期末残高は、2．858．009円 となり、貸借

対照表から次期繰越流動資産は2，411，480円となっ
た。
なお、科目ごとの詳細については、正味財産増減

議長：須藤昌彦 続いて、第4号議案平成25年度
監査報告について監事より報告願いたい。

議長：須藤昌彦 続いて、第3号議案平成25年度
公益目的支出計画実施報告について執行部より報告

監事：茂木常男 議長の求めにより監査結果を報
告する。
法令及び監査の方法については、資料にある報告
書に記載されているとおりであるため省略し、監査
の結果のみ報告する。
監査の結果、事業報告等の監査結果について、事
業報告およびその附属明細書は、法令及び定款に従

願いたい。

い、当技師会の状況を正しく示しているものと認め

計算書の当年度と前年度の増減を見て、状況を確認
していただきたい。

会長：神山辰彦 平成25年度より一般社団法人に
移行したことから、公益目的支出計画実施報告が必
要となる。ここでいう公益目的支出計画とは、従来

の公益法人が税制上の優遇などにより法人内部に留
保した財産を、本来の目的である公益目的に使用す
ることにより零にする計画のことである。特例民法
法人が通常の一般社団法人に移行するには、公益昌

的支出計画に従い、公益目的財産残額が零となるま
で、公益目的のための支出をしなければならない。
資料にあるとおり公益目的財産額2，584，076円は、

一般社団法人に移行する際に行政庁である県から提
示された金額であり、この金額を減額させていって
零にするということになる。

当該事業年度の公益目的収支差額は、「前事業年
度末日の公益目的収支差額」と「当該事業年度の公
益目的支出額」を加えた金額から「当該事業年度の
実施事業収入額」を差し引いた金額となる。
前事業年度末日の公益日的収支差額は0円であ
る。当該事業年度の公益目的支出額は2．903，526円で

あり、その合計額から当該事業年度の実施事業収入
額1，244，000円を差し引くと、2．659，526円となる。
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る。理事の職務執行に関する不正の行為または法令
若しくは定款に違反する重大な事実は認められない。
計算書類及びその附属明細雷並びに財産目録等の
監査結果については、当技師会の財産及び損益の状
況を全て重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

続いて、平成25年度公益呂的支出計画実施報告番
に関する監査報告であるが、これは今年度に限り監
査を行わなければならない事項である。第3号議案
で会長から説明があったとおり、社団法人から一般社
団法人へ移行する際、公益目的支出計画の実施完了
の確認を行政庁へ届け出るにあたり、公益目的支出
計画が実施完了したことを行政庁へ提出し、行政庁
の確認を受ける必要がある。公益目的財産残額が零
となったことが確認されれば、公益目的支出計画に基
づく支出の義務が解除され、行政庁の監督が解除さ
れ、自由に会務を執行することができるようになる。
この報告についても、法令及び監査の方法につい
ては、資料にある報告書に記載されているとおりで
あるため省略し、監査の意見のみ報告とする。
当法人の公益目的支出実施計画書は、法令及び定
款に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を正

議長は、第1号議案、第2号議案、第3号議案、
第4号議案についての質問等を議場に諮ったが、特

た事業（会員限定：共益事業）を行い非会員との差
別化も可能である。本会定款等に記載されている事
業であるなら法律の範囲内で自由な事業展開が可能

に無かった。

ということである。

しく示していると認める。

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33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33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。
議長は、続いて、第3号試案について採決をおこ
なった。古面表決者33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号議案が可
決承認された。

本会の定款にある日的は、「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」
とあり、これに則り事業を推進していきたい。
平成26年度は、次の5項目を重点項目として事業
を行う。
（1）日本診療放射線技師会との連携

①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。本県は、静脈注射（針刺しを除く）講習会（未
定）、一般撮影（10月下旬）を計画する。北関東地域 （
の他県は、埼玉県・CT・MR検査（未定）、茨城県：
乳房撮影（11月頃）、群馬県：ⅠVR（10月頃）、新潟

県・消化管撮影（7月頃）を計画しているので、他県
の開催案内をホームページ・メーリングリスト・情報

講長は、続いて、第4号議案について採決をおこ
なった。古面表決者33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、第4号議案のすべてが原案どおり可決承認
されたことを告げた。

議長：須藤昌彦 第5号議案 平成26年度事業計
画・収支予算番について、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。事
業計画および収支予算については、一般社団法人移
行時に定款を変更し、事業年度開始の前日、つまり
3月31日までに作成し、理事会の決議を経て社員総
会に報告するとなっている。この平成26年度事業計
画・収支予算書については平成26年5月8日に開催
された第1回理事会において承認されているので、
本総会において報告をする。
平成25年4月1日に一般社団法人に移行してから
1年が経つ。平成25年度の事業が順調に進めば今年

度から公益目的財産額がゼロとなり、公益目的支出
計画実施中の一般社団法人（行政庁の監督を受け
る）から通常の一般社団法人（行政庁の監督を受け
ない）になれる。行政庁（県）に提出・報告してい
た公益目的支出計画実施報告書及び計算書類等の作
成は不要となり面倒な作業が減る。公益目的事業と
は「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目
的に関する事業」であるから、県民や会貞以外の者
を意識した事業は必要なくなり、会員のみに特化し
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誌等で広報し、県内会員へ参加の啓発を図る（受講希
望者が20名未満の場合は、講習会が中止となる。）。
②日本診療放射線技師会と連携し、フレッシャー

ズセミナー（入会促進講習会）を開催する。新たに
診療放射線技師として勤務するフレッシャーズを対
象とした基礎講習会を開催し、診療放射線技師とし
て必要な基礎知識と技術を身につけ、医療・福祉の
向上に努める。
③環境省委託「住民の個人被ばく線量把握事業」
に協力する。日本診療放射線技師会に環境省から東
京電力福島第一原発事故による避難住民の帰還後の
被ばく線晶を把握する事業に協力依頼があり、栃木 （
県内の汚染状況重点調査地域での線量把握事業に協
力していく。
（2）ホームページ・メーノングリストによる情報提供。
ホームページ及びメーリングリストを活用し、関連

団体の医療情報や講習会、講演会の開催案内等をオ
ンデマンドでタイムリーに情報提供し、周知の徹底
を図る。本会が代表として、関連団体のメーリングリ
ストに積極的に登録し、会員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26年度関東甲信越診療放射線技師学術大

会（茨城県）への参画。
本会も主催となっているので、茨城県大会（つく
ば国際会談場：H26．6．28−29）が大成功を収める
ように積極的に支援と協力を行う。
（4）栃木県診療放射線技師会第10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

全で安心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

管理費計を1，992．600円とし、平成26年度の経常費用

を若い方の登竜門として活用していく。これから得

平成26年度の正味財産期末残高は、昨年度より

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」の場にしていく。
（5）組織の活性化を図る。
各地区の卒後教育講座を年2回以上開催する。日
常業務に役立つ知識やタイムリーな情報など、安心
で安全な医療を提供できる診療放射線技師の育成と
資質向上に役立つ内容にし、会月のモチベーション
レベルを高める。会員と非会員の差別化を図り、入
会促進に継げていく。
事業計画の詳細については、総会資料を参照してい
ただきたい。

議長：須藤昌彦 続いて、平成26年度予算苔につ
いて報告をお願いしたい。

計は7，145．200円とした。
104，2（旧円減の2，222，776円とした。

なお、26年度から栃木県と宇都宮市に税金を支払
うことになるので、管理費に新たに租税公課の科目
が加わった。

議長は、平成26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：須藤昌彦 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：須藤昌彦 続いて第6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 執行部からは特にない。
議長：須藤昌彦 会場から何か質問はないか。

理事：金田幹雄 会長に代わり資料にもとづき平
成26年度予算書を報告する。
報告は、事前に資料を配布してあることから、概

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。

略のみの説明とさせていただく。

まず、経常収益であるが、受取会費は正会員賛助
会員合わせて5．430，000円とした。

議長は、本日の第餌）回定時社月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。

事業収益は、研修会事業収益、会誌出版事業収益
合わせて、1，500，000円とし、平成26年度の経常収益

理事：小黒 浦 閉会を宣し、午後5時30分散会
した。

計は、7．041月00円とした。

次に経常費用について、事業費計を5，152．600円、

日 時：平成25年5月10日㈲ 午後6時30分

場 所：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
吉成包蔵、斉藤 稔、江原信隆、長沢雅史
（監事）川口俊郎、若林忠恭
出席者：なし
開会の経過
定刻に至り、会長神山辰彦 開会を宣する。

第1号議案 平成24年度第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24年度第6回理事会議事録
会長：神山辰彦 本日の理事会は法定数を満たし
の承認を求める。
たので有効に成立した旨を告げ、議事録作成人に理
理事：野澤幸二 以下の部分を訂正願いたい。
事書成亀蔵、議事録著名人に監事川口俊郎、監事若
第2号議案 社団法人栃木県放射線技師会第88回
林忠恭を選任した。
定期総会について
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・場 所：ニューサンピア栃木

6 議事 第3号議案 諸規定＝〉諸規程

第9号試案 各部・各地区報告について
財務部 会費納入状況について資料にもとづき報

（鹿沼市栃窪1255 電話0289−65−1131）

担当
・受

告＝〉基づき報告

第11号議案 諸規定の改正について＝〉諸規程の改

付14

開始●15：00

・演題1●「DR最新技術と医療ITサービスについて」

講師

正について

カトウ様

30

コニカミノルタヘルスケア株式会社
北関東支店ソリューショングループ

議長は平成24年度第6回理事会議事録について指摘

部分を訂正し、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8日の平成24年度第6回理
事会以降の動きを資料に基づき報告する。
第2号議案 平成24年度事業経過報告について
議長：神山辰彦 資料に基づき平成24年度事業経
過について報告する。
各理事には事前に資料を配付してあるので疑問点
や誤字脱字等があればご指摘いただきたい。
議長は、この議案について諮ったところ満場一致

弦桐 聡先生
・受 付●学術部
・会場整備費 会員・学生・卒後1年以内 無料
非会員 3．000円
・講師の謝礼 30．000円

以上の内容で開催することとしたい。
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6号議案 一般社団法人栃木県診療放射線技師会
第89回定期総会開催について
議長：神山辰彦 資料に基づき第89回総会につい

て説明する。

で承認された。

・日 時：平成25年6月15日出

第3号譲葉 平成24年度会計決算報告について
理事：金田幹雄 議長の求めにより資料に基づき平
成24年度度会計決算報告について報告する。

・場 所．ニューサンピア栃木
（鹿沼市栃窪1255 電話0289−65−1131）

担当 カトウ棟

会場．研修、総会…男体
議長は、この会計決算報告書を総会資料とするこ

・受付時間：16●45

開始：17一00

れた。

・受 付：総会運営委貞
・式次第：牧島総務部長

第4号議案 平成24年度監査報告（監事）
監事：若林忠恭 議長の求めにより資料に基づき
平成24年度監査報告を行う。

総会次第と担当役員選出
総会の司会●福田常務理事
1、開会の辞：茂木副会長
2、会長挨拶：神山会長

とについて議場に諮ったところ、満場一致で承認さ

去る4月20日土曜日16時からに本会事務所におい

て会長、副会長、常務理事、財務担当理事、絵務担
当理事、事務職眉立ち会いのもと平成24年度の会計
及び会務の監査を実施した。関係帳簿帳票類等を閲
覧し、必要と思われる手続きにより会計の処理業務
について詳細に監査を行った。結果については、会
計および会務とも適正に処理されていると認める。
議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で承認された。

第5号議案 平成25年度第1回卒後教育講座開催に
ついて

理事：斉藤稔 資料に基づき報告する。
・日 時●平成25年6月15日仕）
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3、表彰20年（2名）、35年（10名）勤続功労表彰

お礼のご挨拶：茂木副会長
勤続功労者名の読上げ 福田常務理事
表彰状、筒、広豊を準備する人夫野事務員

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●長沢理事
5、議長選出●斉藤理事（執行部案）
6、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（執行部案）
議事録著名人：野澤副会長、牧島理事
（執行部案）
7、議事
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
報告事項（平成25年度事業

計画・収支予算）
第5号議案 平成25・26年度役員選任

選挙管理委員会（委月長：
杉岡芳明 委員 石川明
敏・佐藤宏）
（立候補者毎に承認を頂く、
拍手にて承認可否）

休憩（第2回理事会開催：代表理事・業務
執行理事の選任）
新任役員紹介
8、閉会の挨拶：野澤副会長
議長：神山辰彦 例年総会終了後に意見交換会と
して開催していた懇親会を、今年は一般社団法人移
行記念祝賀会として以下のとおり開催する。
一般社団法人移行記念祝賀会
担当：組織部
開始19：00〜

司会

柏崎組織部長

総会出欠票の／切：6月3日（月）までに担当連絡員
に提出
一般社団法人移行記念祝賀会の〆切 6月3日（月）

までに技師会事務所直接申し込み

理事．福田敏幸 退会者も多くいるが、入会を促
進していく方向で会員の増員を図りたい。

（総務部）
理事：牧烏正道 特になし。
（財務部）
理事：会田幹雄 議長の求めにより、資料に基づ
き報告する。平成24年度会費未納者が30名いる。日
放技が督促をしていなかったためと思われる。3月
の請求＝割二は24・25年度分を請求している。

地区助成金については、前年度まで助成金で支
払っていたが、一般社団法人に移行し助成金という
会計科目が認められず、何に使ったかをはっきり計
上しなければいけないため、今年度より地区会計報
告書を提出するようお願いしたい。研究会も同一で
ある。

賛助会員広告料については、単年度契約にて、広
告掲載の確認をしている。今年度申込締切は6月10
日にて送付、会費納入は例年一定ではなく年度末に
納入されることもある。今年度1年間様子をみて対
策をする。
（学術部）

理事：吉成亀蔵 特になし。
（広報部）
理事：樋口清孝

「あすた−と」33号を5月13日

発行予定。
議長：神山辰彦 会誌の発行日について、以下の

参加費 会員（宿泊＋祝賀会）●13，000円
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。

とおり見直してはどうか。
「あすた−と」（D5月発行‥ゴールデンウイー

クがあり原稿の集まりが悪くなる。印刷関係も休

第7号議案 第2回理事会開催について
議長：神山辰彦 第89回総会で理事が選任された
あと総会を一時休憩とし、その間に選任された新理
事で第2回理事会を開催して代表理事と業務執行理
事を選任する。
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8号譲葉 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、資料に基づ
き報告する。4名から新入会の申込みがあるが、入
会を認めてよろしいか。

みに入ってしまう。

「あすた−と」②10月発行・・年末・年始のため
年前に原稿を集めないと間に合わない。
編免が年末・年始になり遅れていく。
「あすた−と」③1月発行・・内容が少ない。会
誌（7月中旬）と「あすた−と」（参（10月下旬）
を順番入れ替える。

理事：樋口清孝 検討する。
（組織部）
理事：柏崎克彦 特になし。
議長：神山辰彦 ホームページを一般社団法人栃
木県診療放射線技師会の名称に改修してほしい。
（企画部）
理事：小黒 浦 特になし。
（地域医療対策部）

理事：長沢雅史 特になし。
議長は、4名の入会について議場に諮ったとこ
ろ、満場一致で入会が承認された。
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（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

理事：福田敏幸 地区設置規程第2粂（2）に
「上都賀郡」とあるが、合併で消滅したので削除願
いたい。また、地区通信員を廃止し、通信員の業務

・第2地区 理事 ′J、黒 酒 特になし
・第3地区 理事 大築慎一 特になし

は地区連絡員が兼ねることになったので、第13条の

・第4地区 理事 長沢雅史 特になし

「及び通信員」を削除願いたい。
議長：神山康彦 役員改選後は理事メールにて連
絡を取り合うようにする。

・第5地区 理事一寺島洋一 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。

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 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。4
月1日をもって一般社団法人栃木県診療放射線技師
会に移行した。県税21，400円／年と市税60，000円／年
を毎年納めることになる。

第13号議案 その他

理事：小黒 清 CT基礎講習会を開催予定の濁
協医大の会場を予約確保していない。
議長：神山辰彦 会場確保につき、よろしくお願
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10号議案

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。
フレッシャーズセミナー開催について

議長：神山辰彦 資料に基づき開催について報告
する。6月16日伯）にニューサンピア栃木にて開催す

る。担当は神山、福田、金田、吉成の4名。参加申込
みは5月末とする。現時点で1名の申込みがある。
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11号議案 静脈注射（針刺しを除く）に関する講
習会について
議長：神山辰彦 受講受け入れ人数を50名から60
名に拡大して行いたいと、日放技担当理事に確認中
である。日放技ホームページからの申込開始日は5月
28日頃と予想されるが、本県以外の会員も申込みが
可能であり申込み順に受け付けるため、早く申し込ま
ないと受講枠が一杯になってしまう可能性が高い。
申込開始日が分かり次第会員メールにて通知する。
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14号議案 役員改選について
議長：神山辰彦 一般社団法人移行に伴い、現役
員は6月14日に平成24年4月から1年3ケ月の任期

満了を迎える。6月15日に選任される役員の任期は
平成27年6月頃開催する定時総会までの2年とな
る。第89回総会休憩中に第2回理事会を開催し、そ
こで代表理事1名及び業務執行理事6名（副会長2

名、常務理事、総務部長、財務部長、学術部長）を
互選により選任する。
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25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。

第12号議案 諸規程の作成と改正について

議長：神山辰彦 閉会を宣し、午後8時10分散会

議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。手元資
料にあるとおり、理事の職務権限規程、業務執行理
事会運営規程、理事会運営規程、役月選任及び解任
規程、地区設置規程、監事監査規程、共催・協賛・
後援に関する規程の8規程を作成した。
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した。

日

時：平成25年6月15日仕）午後5時30分

場

所：ニューサンピア栃木

会議室

出席者：（理事）神山辰彦、柳沢三二朗、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、吉成亀蔵、柏崎克彦
樋口清孝、遠藤奈美、寺島洋一、斉藤 稔、江原信隆、長沢雅史、須藤昌彦
′ト堀康子

（監事）茂木常男、野澤幸二
出席者：（理事）′ト黒 酒、大築慎一
・第2回卒後教育講座の開催について

開会の経過
定刻に至り、理事神山辰彦 開会を宣する。

業務執行理事：吉成亀蔵 第2回卒後教育講座を

代表理事等選定の臨時理事会の議長は、出席理事

11月9日仕）コンセーレ（宇都宮市駒生町）アイリス
ホール15・00〜17：30で開催する。講師は自治医科

の互選により選出することになっており、互選の結

大学附属病院の放射線科医師二人にお願いした。

果、理事神山辰彦が議長を務める。

議長：神山辰彦 『放射線検査技術と読影の補
助』として、勤務先の杉本英治（教授）、木村有善

理事：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、議事録作成人に理
事福田敏幸、議事録著名人に監事茂木常男、野澤幸
二を指名する。

男（助教）から内諾を得ている。

・代表理事並びに業務執行理事の選任について

・あぜもとしょうご氏の推薦表明について

理事：神山辰彦 先程の第89回総会において、平

議長は、この議案について採決を行ったところ全
会一致で承認された。

行理事の選任を行いたい。平成25年4月1日から一
般社団法人へ移行したことに伴い、旧役員は本日6

議長：神山辰彦 来る第23回参議院通常選挙にお
いて、H本放射線技師連盟理事「あぜもとしょう
ご」氏が自由民主党の全国区比例代表候補とし正式
に公認をいただいた。日本診療放射線技師会から推
薦を得ているので、本会としても推薦を表明し応接

月15日をもって平成24年4月から1年3ケ月の任期

していきたい。

満了を迎えた。第89回線会において選任された理
事、監事の任期は、本日6月15日より平成27年度の
定時総会までの2年間となる。理事17名の中から、

議長は、この議案について採決を行ったところ全
会一致で承認された。

代表理事1名及び業務執行理事6名（副会長2名、
常務理事、総務部長、財務部長、学術部長）を互選

・静脈注射（針刺しは除く）講習会について

成25年度・26年度の理事にこの17名が選任された。

この臨時理事会において代表理事ならびに業務執

により選任する。

互選の結果、以下のとおり代表理事並びに業務執
行理事が選任された。
代表理事
（会長）
神山辰彦
業務執行理事（副会長） ′」、黒 酒、柳沢三二朗
（常務理事）福田敏幸
（総務部長）牧島正道
（財務部長）金田幹雄
（学術部長）吉成亀蔵

議長：神山辰彦 7月28日（日）の静脈注射（針刺し
は除く）講習会は定員60名に達し受付は終了され
た。当日スタッフの方々には、ご苦労をお掛けする
がよろしくお願いしたい。

議長はその他について諮ったところ、

理事：柳沢二三朗 本会のホームページ更新が十
分に行われていないが、いかがか。

議長：神山辰彦 担当理事に鋭意努力をお願いす
る。

理事：柏崎克彦 承知した。
議長：神山辰彦 選出された業務執行理事並びに
その他の理事の皆様には、会務執行につきご尽力い
ただきたい。この後に再開する第89匝l総会にて選任

結果を報告する。
私が会長に選任されたので、これから先、本理事
会の議長を引き続き神山辰彦が務める。
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議長は、本日の平成25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、午後5時45
分散会した。

日

時：平成25年11月9日仕）午後5時（氾分

場

所：コンセーレ

アイリスホール

出席者：（会長）神山辰彦
（業務執行理事）柳沢三二朗、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、吉成亀蔵、
（理事）柏崎克彦、遠藤奈美、寺島洋一、斉藤 稔、江原信隆、長沢雅史、須藤昌彦
（監事）茂木常男、野澤幸二
欠席者：（業務執行理事）小異 清
（理事）樋口清孝、大築慎一、小堀康子
第3号譲葉 平成25年度第29回日本診療放射線技師
学術大会（島根県開催）について

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遠藤奈美、議事録著
名人に監事野澤幸二、監事茂木常男が選任された。

議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。
・座長、発表者にクオカード（学術奨励賞として）
を配布した。
（栃木県からは演者6名、座長1名、シンポジスト／1
1名）
・今後の大会予定は、平成26年度9月19日（斜〜21日

（日）に大分県（別府）、平成27年度11月21日吐）〜23

第1号議案 会長報告
議長：神山辰彦

あすた−と（vo134）掲載以降

日（月）に京都府で開催予定である。
・平成28年度は関東地域で開催を希望するという話

の動きを資料に基づき報告する。
・平成25年7月28日（日）濁協医科大学にて、「静脈注

もでている。（最近開催していないので）

射講習会（針刺しを除く）」が開催された。開催
責任者一会長、会場担当者：小異副会長・吉成理
事・牧島理事として出席する。
・平成25年9月20日働〜9月22日（日）に行われた日本

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 診療放射線技師基礎技術講習「×線

診療放射線技師学術大会（島根県開催）での会長
会議には副会長小異清が代理出席した。

CT横査」開催結果について

議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。
・平成25年10月27日（目）濁協医科大学にて濁協医科大

・平成25年10月10日㈹第3回業務執行理事会が開催

された。（議事録は配布済）
・平成25年10月27日伯）濁協医科大学にて「基礎講

学にて開催された。
参加者．58名（申込67名）県外からの参加者も多／、

習X線CT検査」が開催された。開催烹任者 会
長、会場担当者 小異副会長・吉成理事として出
席する。
・平成25年11月11日（月）事務所移転の説明会に会長神

かった。

・濁協医科大学の駐車場は、教職員用駐車場を無料
で利用できたが、ゲート式に変更されたため外来
駐車場を利用し駐車券の無料処理を行うことにす

山辰彦が出席する。

る。

・本会会員の県立がんセンター 萩原芳広氏と済生

第2号議案 静脈注射講習会（針刺しを除く）開催

会宇都宮病院 土屋恭子氏が講師を務めてくれ
た。とても充実した講習会であった。

結果について

譲長：神山辰彦 資料に基づき報告する。
・平成25年7月28日（日）濁協医科大学にて開催され

議長は、この議案について議場に誇ったところ、
満場一致で承認された。

た。
参加者 68名（申込人数 71名）
る。

第5号議案 平成25年度第2回卒後教育講座開催に
ついて（本日開催）
議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。

議長は、この議案について諮ったところ満場一致

日

実技講師の濁協医科大学病院看護師3名に感謝す

で承認された。

会

時11月9日仕）15時開始14

場

コンセーレ

アイリスホール

参加費●3，000円（但し会員無料）
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30受付開始

・講演1「放射線検査技術と読影の補助（四肢骨領域）」

（総務部）
業務執行理事：放鳥正道 議長の求めにより資料
に基づき報告する。
・山田行雄会員（安足健康福祉センター）が9／8

講師 自治医科大学医学部放射線医学

教授 杉本 英治先生
・講演2「放射線検査技術と読影の補助（中枢神

経・頭頚部領域）」
講師 自治医科大学医学部放射線医学

助教 木村 有善男先生
参加者：58名
・駐車場が少なく開催時間に間に合うか心配だった

が、多くの参加者があり安堵している。今後も「読
影の基礎」をシリーズで続けていきたい。

逝去 死亡退会
（財務部）
業務執行理事：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。
・賛助会費未納入社については対処を行う。
・関東甲信越診療放射線技師学術大会の参加費を助
成（3，000円の図書カード）

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 第73回日本公衆衛生学会総会（宇都
宮市）について

議長：神山辰彦 資料に基づき報告する。
・会長神山辰彦が大会実行委月として就任した。

（8，000円の図番カード）

（学術部）
業務執行理事：吉成亀戴 議長の求めにより資料
に基づき報告する。
・平成26年3月の第9回学術研究発表会の演題を募集
している。

・シンポジウム担当の施設が決定した。（国際医療福

・平成25年11月19日次）第1回実行委員会が宇都宮東

武ホテルグランデにて行われる予定。（本会会員
の役目を確認する。）
日

・日本診療放射線技師学術大会の参加費を助成

時：平成26年（2014年）11月5日㈱〜7日飴

会 場：栃木県総合文化センター・宇都宮東武ホ
テルグランデ

動員数：約3，500名

学会長 武藤 幸司（猫協医科大学医学部公衆衛
生学講座 教授）
テーマ：連携・協働：理念から実現に向けて

祉大学病院、那須赤十字病院済生会宇都宮病院、宇
都宮社会保険病院、下都賀総合病院の5施設）
・神山会長より学術講演として自治医科大学の先生に
講師を依頼する予定。内容は救急医療としたい。
（広報部）

業務執行理事：福田敏幸 議長の求めにより資料
に基づき報告する。
・樋口理事より12月17日発行の会誌105号について

編集状況の報告があり、原稿の締め切りは11月30
日としたい。

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7号議案 各部・各地区報告について
◎部会報告

（組織部）
業務執行理事：柳沢三二朗 議長の求めにより資
料に基づき報告する。
・本会ホームページの見直しを行っている最中であ
る。

議長：神山辰彦 業務執行理事は、定款により毎
事業年度ごとに4ケ月を超える間隔で、2回以上、
職務執行状況を理事会に報告する義務があるので、

・新しい行事やイベントの際は掲載依頼をして欲し
い。

各業務執行理事より報告をお願いする。
（事務局）
業務執行理事：福田敏幸 議長の求めにより資料
に基づき報告する。
・新入会届けが提出された2名について入会を認め
ても良いかお諮りしたい。

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、満場一致で会員の入会が
承認された。

・退会者が2名（一身上の都合、死亡退会）、除籍
が1名（平成23年度より会費滞納）

（企画部）
業務執行理事：小黒 清 欠席のため、議長神山
辰彦 資料に基づき報告する。
・′ト黒副会長より代理出席した全国会長会議の報告を
いただいている。

・放射線パネル展の運営も考慮中でしばらく休止した
い。栃木県や各団体などから協力依頼があれば活動
を行う。
（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）
業務執行理事：柳沢三二朗 議長の求めにより資
料に基づき報告する。
・現在は活動を停止しているが、アンケートを実施
する予定である。アンケートの内容として、女性
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部でやって欲しいことやこれからの存続について

（活動への参加協力は可能かなど）とし、意見を
求めたい。

◎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（業務執行理事 吉成亀蔵）
日 時：平成25年10月5日仕）〜6日（日）

会

場●大田原市ふれあいの丘
ポワール

シャトー・エス

監事：茂木常男 新しい諸規程等を全会員に知ら
しめる方法について検討してほしい。
議長：神山辰彦 ホームページに掲載することと

する。
業務執行理事：福田敏幸 定款については会誌に
掲載することとする。

監事：野澤幸二 ホームページに記事が新しく掲
載されたことを知る方法について、ホームページを
見る回数を増やすように啓発を行うと共にメーリン
グリストを上手く活用してほしい。

内 容 「医用画像解析の実践」
各自、ノート型パソコンを持参する。
（無くても大丈夫）

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。

翌日、施設間業務連絡会議を行い無事に
終了した。
・第2地区（理事：遠藤奈美）
日

時：第1回

平成25年11月30日仕）

第8号譲葉 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。
・事務局長＝〉事務局長（常務理事）と訂正のこと。

会 場 濁協医科大学病院
内 容：「デジタルマンモグラフイの使用経験」
濁協医科大学病院の技師
「最新のデジタル一般撮影装置の紹介」

議長は、現行の諸規程を訂正したものや新しく作成
した諸規程について、議場での承認を諮ったところ、
満場一致で承認された。

4社に依頼
「これだけは習得しよう。CT、MRIの

・平成26年1月25〜26日に行われる女性サミットは、

基礎」シーメンス社、東芝

・第3地区（理事大築慎一欠席のため、業務執行理

芳賀赤十字病院小堀康子理事が栃木県代表として
参加することが決定した。
・平成26年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

事福田敏幸）
未定
・第4地区（理事 長沢雅史）

（茨城県つくば市）の演題登録の案内が届いた（登

日 時：平成26年1月18日仕）

録期間：平成26年1月6日〜3月1日）。メールで確

会 場：佐野市民病院
内

認して欲しい。
・あぜもとしょうご氏の3年後の活動に対し、栃木県

容：「MRIハードウェアのしくみ」

講師：東芝

で10名以上の自由民主党党員の確保をお願いしたい
とのこと。党月になると年会費4，000円が掛かる。詳 （
しいことは理事メールで資料を配布するので確認し
て欲しい。また、日本放射線技師連盟への入会促進
もお願いする。

「MRIのコントラストについて」

講師：老年病研究所付属病院の技師
・第5地区（理事．寺島洋一）
日

時●平成25年11月27日休）

・放射線管理士部会（日放技）より各都道府県より代

会 場：自治医科大学附属病院
内

第9号議案 その他（報告事項と確認事項等）

容「MRI基礎講座3」代表的なアーチフア
クト対策
講師はシーメンス社に依頼している。

表者1名の選出を依頼され、日放技被ばく相談員の
福田常務理事に依頼した。今後の活動内容について
は未定。

議長：神山辰彦 会員と非会員の区別をきちんとし

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。

たい。地区卒後教育講座については、非会員から3，000

円の参加費を徴収するということで差別化したいがど
うか。
議長は、この提案について可否を諮ったところ、満
場一致で承認された。なお、徴収した参加費は栃木県
診療放射線技師会に繰り入れることとする。
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議長は、本日の平成25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。

議長：神山辰彦 閉会を宣し、午後6時散会した。

日 時：平成26年3月9日（日）午後5時00分
場 所：濁協医科大学 閥湊記念ホール会議室
出席者：（会長）神山辰彦
（業務執行理事）小異 清、柳沢三二朗、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、吉成亀蔵
（理事）柏崎克彦、寺島洋一、樋口清孝、遠藤奈美、斉藤 稔、江原信隆、長沢雅史
須藤昌彦、大築慎一
（監事）茂木常男、野澤幸二
欠席者：（理事）小堀康子

（D日本診療放射線技師会との連携
・静脈注射講習会、一般撮影講習会を計画する。但

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、議事録作成人の選任
方法を諮ったところ、満場一致をもって理事大築慎
一が選任された。また、議事録著名人は、本会定款
第34灸の規定により会長神山辰彦、監事茂木常男、
監事野澤幸二が選任された。

催する。
・環境省委託「住民の個人被ばく線量把握事業」に

協力する。
②ホームページ・メーリングリストによる情報提供。

③平成26年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

第1号議案 平成25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25年度第3回理事会議事録
の承認を求める。
特に訂正箇所がないため、満場一致で承認され
た。
議長：神山辰彦 第3回理事会以降の動きを資料
に基づき報告する。
11月28日 第4回業務執行理事会が開催された。
（済生会宇都宮病院）
12月13日

し、受講希望者が20名未満の場合は中止となる。
・フレッシャーズセミナー（入会促進講習会）を開

（茨城県）への参画
④栃木県診療放射線技師会第10回学術研究発表会の
充実を図る

⑤組織の活性化を図る（各地区の卒後教育講座を年
に2回開催する）
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。これにより（案）を削除す
る。

第3号議案 平成26年度予算書（案）について

業務執行理事：金田幹雄 議長の求めにより資料

会誌105号発行

1月25、26日 平成25年度診療放射線技師女性サ
ミットが開催され、′」、堀康子が出席し

た。（日本診療放射線技師会事務所）
2月7日 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が開催され、会長

に基づき報告する。
平成26年度の予算書案は先日開催された第5回業
務執行理事会にて承認された。予算書は今年度の実
績を基に作成するため、年度末に最終的な予算書を
作成する。

神LLl辰彦が出席した。（県立がんセン
ター）

3月12日 国際医療福祉大学学位記授与式及び学
位記伝達式が行われる予定で、会長神
山辰彦が出席する。（国際医療福祉大
学）

第2号議案 平成26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26年度の事業計画案は先日開催された第5回
業務執行理事会にて承認されている。
以下の5項目を平成26年度事業計画の重点項目と
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。これにより（案）を削除す
る。

第4号議案 第3回卒後教育講座第9回栃木県診療
放射線技緬学術研究発表会について
業務執行理事：金田幹雄 議長の求めにより報告
する。
本日の参加人数は会員100名、非会員3名、賛助
会員1名、教員1名、学生22名、合計127名。
研究発表会の反省点などについては、第9号議案
で述べる。

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。

・会員数確保のためにも、来年度就職された方には

第5号議案 平成26年度関東甲信越診療放射線技
師学術大会（茨城県開催）について
議長神山辰彦より報告する。

談長は、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、満場一致で全員の入会が
承認された。

入会を促進していただきたい。

平成26年6月28、29日に開催され、例年通り開催

前日に会長、副会長会議が開催される予定である。
会長神山辰彦と副会長小黒清、吉成亀蔵学術部長が
出席する。
議長は、この議案について議場に諮ったところ、
満場一致で承認された。

第6号議案 平成26年度一般社団法人栃木県診療
放射線技師会定期総会（第90回）に
ついて

たが、来年度からは年後教育講座1回開催につき
3万円を上限として支給したい。また、葎費は可
能な限り一時立替えてもらい、後日清算する形を／〔
とりたい。3万円×教育講座2回分まで認める。
・消化管撮影技術研究会は昨年からの繰越金が10万

議長神山辰彦より報告する。
・第1回卒後教育講座について
開催日時

（総務部）
業務執行理事：放鳥正道 特になし。
（財務部）
業務執行理事：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。
・各地区への助成金額は会月数に応じて決定してい

円程あるので、この繰越金が無くなるまでは繰越

平成26年6月14日仕）14時から

開催場所 とちぎ健康の森 大会試室
講
師 日本診療放射線技師会の諸澄専門官を
予定していたが、海外出張で都合が付
かないため他の講師を検討中である。
今回から楕泊、情報交換会は行わない。
・フレッシャーズセミナーについて

金のみで活動してもらうことにする。

（学術部）
業務執行理事：吉成亀蔵 議長の求めにより報告
する。
・今回の学術研究発表会において、非会員の発表が
あったことに対し深く反省する。今後は演題の応
募があった時点で会員であることを確認する必要
がある。
・今回は発表者のPC入れ替えに時間を要したた

開催日時：平成26年6月15日（E】）9時〜16時

開催場所●とちぎ健康の森 教室A
受講者と講師は昼食付き。

め、PCの切替機を購入していただきたい。

（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。

・次回の「あすた−と」35号の発行予定日は4月23

第7号議案 環境省委託「住民の個人被ばく線量把

日で、原稿の締め切りは4月9日である。

握事業」について
議長神山辰彦より報告する。
栃木県会員の登録住所地で該当者に郵送済みであ
るが、回収率が低い。事業に協力するか否かの意思

原稿を依頼する方には、後ほど改めてメールす

表示を確認するためにも、3月14日までに確実に返
信するように促していただきたい。

る。

（組織部）
業務執行理事：柳沢三二朗 議長の求めにより報
告する。
・入会促進運動を継続して行っていく。
・メーリングリストの活用を充実させるため、登録

方法を広報誌「あすた−と」に掲載していただき

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。

たい。

第8号議案 各部報告について
◎部会報告
（事務局）
業務執行理事：福田敏幸 議長の求めにより資料
に基づき報告する。
・新入会届けが提出された2名について入会を認め

（企画部）
業務執行理事：小黒 清 特になし。
（地域医療対策部）

業務執行理事：小黒 活 特になし。
（女性部）
業務執行理事：柳沢三二朗 議長の求めにより報
告する。
・前回の理事会でお知らせしたように、アンケート

てよいかお諮りしたい。

を実施する予定である。
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◎各地区報告
第1地区（業務執行理事∵吉成亀蔵） 特になし。
第2地区（理事 遠藤奈美）
平成26年2月1日仕）に第2回卒後教育講座を開催

・会員がいない施設の求人情報を本会のホームペー

し、会員40名の参加があった。

・ホームページに掲載されている求人情報におい

第3地区（理事 大築慎一）
平成26年3月26日鮒に済生会宇都宮病院で「診療
報酬改訂のポイントについて」の講座を開催する予
定である。
第4地区（理事・長沢雅史）
前回の理事会でお知らせしたように、平成26年1
月18日吐）に佐野市民病院にて卒後教育講座を開催し
た。
第5地区（理事：寺島洋一）
平成26年2月12日休）に卒後教育講座の2回目を開
催し、会員23名の参加があった。

ジに掲載しているが、これは閲覧する会員のため
に掲載しているものなので、今後掲載しても問題
はない。

て、今後は掲載期間を定めてそれ以降は削除する
ようにしたい。

・会員数の確保のためにも永年勤続者を名誉会員に
してはどうかという意見が出されたが、日本診療
放射線技師会と連携していくためにも本会だけで

名誉会員制を設けることは杜しい。日本診療放射
線技師会と合わせる必要があり、今後の課題とし
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。

第9号議案 その他（報告事項と確認事項等）
・研究会規程及び組織運営規程を『平成25年4月1
日から施行する』としたため、理事会で承認して
いただきたい。

議長は、本日の平成25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5時50分散会

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。

した。

l会の動静
7／16

11／4 全国地域連絡協議会（全回会長会議）

あすた−とVoI．36発行

8／1 小山地区公衆衛生協会評議員会及び幹事会
（栃木県小山庁舎）〈寺島〉
8／27

第54回栃木県公衆衛生大会

（ホテルニューオータニ）〈会長〉

診療放射線技師制度に関する議員懇話会設
立総会（ホテルニューオータニ）〈会長〉
11／5〜7 第73回日本公衆衛生学会総会

（栃木県総合文化センター）
9／2 第4地区第1回卒後教育講座（足利赤十字病院）
9／7 第3回環境省委託事業検討会議（JART事務所）〈会長〉

9／16 住民の個人被ばく線量把握事業を県に説明
（県庁）〈JART小川副会長・会長・福田〉
9／17 第73回日本公衆衛生学会総会 実行委員会
（東武ホテル）〈会長〉
9／19〜21第30回日本診療放射線技師学術大会
（別府国際コンベンションセンター）

9／20 全国地域連絡協議会（全国会長会議）

（栃木県総合文化センター）〈会長〉
11／9 第5回環境省委託事業検討会議
（JART事務所）〈会長・福田〉
11／15

第2回卒後教育講座（東芝メディカルシス

テムズ㈱那須工場研修センター）
第2回理事会（東芝メディカルシステムズ
㈱那須工場研修センター）
11／16 第2回日本診療放射線技師会北関東地域拡

大会長・教育委員合同会誌

（別府国際コンベンションセンター）〈会長〉

（大宮ソニックシティ）〈会長・小黒・柳沢・書成〉
11／29 第2地区卒後教育講座（第1回）

10／5

第4回環境省委託事業検討会議
（JART事務所）〈会長・福田〉
10／9 第3回業務執行理事会（済生会宇都宮病院）
10／17 第1地区卒後教育講座（第1回）
（国際医療福祉大学）
10／26 診療放射線技師基礎技術講習「一般撮影」
（濁協医科大学）〈執務者会長・′」、黒・柳沢・吉成〉

（濁協医科大学病院）
12／14 第6回環境省委託事業検討会議
（JART事務所）〈会長・福田〉
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