
⑳率順卜磯
日　　時：平成27年6月27日比）午後4時45分 

場　　所：栃木県総合文化センター　第1会議室〈宇都宮市本町1－8〉 

総会員数：朋6名（平成27年6月27日出　午後4時45分現在） 

出席会員数：295名（内訳：本人出席40名、委任状出席210名、書面表決による出席45名） 

開会の経過

定刻に至り、業務執行理事柳沢三二朗　開会を宣

する。

会長神山辰彦より開会挨拶の後、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8名が表彰された。

■　続いて、

総会運営委員長樋口清孝　総会運営委員会より報

告する。本日、平成27年6月27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446名である。本日の会場出席者数40名。委任

状による出席者数210名。：書面表決による出席者数

45名である。したがって有効出席者数は295名とな

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。

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、議長に理事長沢雅史、試事

録作成人に理事福田敏幸、議事録著名人に代表理事
へ　神山辰彦、理事柳沢三二朗が選任された。

議長長沢雅史より挨拶の後、議案の審議に入っ
た。

議長：長沢雅史　第1号議案　平成26年度事業経

過報告、第2号議案平成26年度会計決算報告および

第3号議案平成26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号議案、第3号議案は一

括して審議することとする。

第1号議案

議長：長沢雅史　第1号議案平成26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26年度会

務経過の総括を資料に基づき報告する。

平成27年1月22日付けで『公益目的支出計画の実

施完了の確認昏』が県より届いた。公益目的支出計

画の実施が完了した日が平成26年3月31日と記して

あり、すでに昨年度（平成25年度）末で完了してい

たことになる。平成26年度の事業開始日（平成26年

4月1日）から、通常の一般社団法人として公益目

的事業「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」を行う必要は無かったわけだ

が、この『公益目的支出計画の実施完了の確認書』

が手元に届くまでは、いわゆる公益昌的支出計画実

施中の一般社団法人を意識して慎重に活動せざるを

得なかった。通常の一般社団法人として、会員の利

益（共益）を意識した活動は、今年度から改めて開

始していきたい。

平成25年4月1日に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

称を変更し、移行法人（公益目的支出計画を実施中
の一般法人）となり、早々に通常の一般社団法人に

なることは当初からの最終目標であった。これを一

年間で達成できたことは、関係者並びに役員そして

会員の皆様の心強いご支援の賜物と感謝申し上げ

る。

平成26年度は、次の5項目を重点項目として事業

を行った。

（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県技師会と連携して開催

した。本県は、一般撮影（10月26日）、埼玉県－

CT検査（11月5日）を開催した。茨城県：乳房撮

影、群馬県　血管造影、新潟県　消化管撮影を計画

していたが、参加者が少なく中止となった。他県の

開催案内をホームページ・メーリングリスト・情報

誌等で広報し、県内会員へ参加の啓発を図った。

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6月15日に開催し

た。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・福祉の向上に努めた。

③環境省委託事業　平成26年度原子力災害影響調
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査等事業「福島県外における住民の個人被ばく線量

把握事業」に協力した。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立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

握事業に協力した。

（2）ホームページ・メーリ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

底を囲った。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

図ったが、メーリングリストの登録人数は未だに少

ないので、継続して啓発していく必要がある。

（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

茨城県技師会が開催担当県となりつくば市で開催

した。（平成26年6月28日～29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、職能団体の特長を活かした研究、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27年3月1日　於●濁協医科

大学）し、その抄録集を発行した。今年度から、発

表演題の中から学術奨励賞（2演題）を選出し、そ
の成果を讃えた。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「情報と技

術の共有」の場となった。

（5）組織の活性化を図る

各地区の卒後教育講座を年2回以上開催した。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、会員のモチベーション

レベルを高めることができた。会員と非会員の差別

化を図り、入会促進に繋げていきたい。

毎年の主事業は、見直しを図りながら継続して

行った。事業実施の詳細については、総会資料を参

照いただきたい。

第2号議案

議長：長沢雅史　続いて、第2号議案平成26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。最初に、総会資料に一部誤りがあったので訂

正願いたい。

理事：金田幹雄　資料に基づき資料の訂正箇所を

説明し、訂正する。

正味財産増減計算一聾、1経常増減の部、（1）

経常収益の増減の数字に間違いがあった。次ページ

の内訳表が正しい値となっているので、訂正を願い

たい。

理事：金田幹雄　決算告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、正味財産増減計算番について説明する。平

成26年度の経常収益は、5，751，735円で、対前年度比

571，592円の減収となった。経常費用は5，253カ43円

で対前年度比796，351円の支出減となっている。

経常収益から経常費用を引いた当期経常増減額　（
は、498，692円の増となり、正味財産合計は3，336．701

円である。

なお、科目ごとの詳細については、正味財産増減

計算憲と内訳番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。

貸借対照表内訳書より、流動資産合計3，002，585円

が次期繰越流動資産となる。

以上、報告する。

第3号議案

議長：長沢雅史　続いて第3号議案平成26年度監

査報告について監事より報告願いたい。

監事：茂木常男　議長の求めにより監査結果を報

告する。4月25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　へ

事および事務職員立ち会いのもと、平成26年4月1

日から平成27年3月31日までの平成26年度の理事の

職務執行について監査を実施したので、一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律第99粂第1項（一

般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条

において準用する同法第99粂第1項）及び一般社団

法人及び一般財団法人に関する法律第36粂及び第45

粂（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施

行規則第64条において準用する同規則第36粂及び第

45粂）の規定に基づき監査報告書を作成し、以下の

通り報告する。

監査の方法及びその内容については、理事及びそ

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査

の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要

な会議に出席し、理事等からその職務執行について

報告を受け、重要な決裁番類等を閲覧し、当技師会
の主たる事務所において業務及び財産の状況を調査
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した。以上の方法によって、当該年度に係る事業報

告及びその附属明細音を監査した。さらに、会計帳

簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に

係る計算章類及びその附属明細書並びに財産目録等

について監査した。その結果、事業報告等の監査結

果について、事業報告及びその附属明細古は、法令

及び定款に従い、当技師会の状況を正しく示してい

るものと認める。理事の職務の執行に関する不正の

行為又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。計算古頼及びその附属明細書並びに

財産日録等の監査結果について、計算＝畜類及びその

附属明細書並びに財産目録等は、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。

議長：長沢雅史　第1号議案から第3号議案の報

告について、質問等があれば承る。

議長は、第1号議案、第2号議案、第3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、苫面議決権行使者45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号試案について採決をおこ

なった。背面議決権行使者45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号議案について採決をおこ

なった。苔面議決権行使者45名全員賛成であり、会
1、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。

第4号議案

議長：長沢雅史　第4号議案　報告事項　平成27

年度事業計画・収支予算についてであるが、この議

案は報告事項であるから、あらかじめ総会資料を見

て頂いていることを前提に、採決は行わないことと

するが、執行部から追加事項等があれば報告いただ

きたい。

会長：神山辰彦　議長の求めにより報告する。平

成27年度予算案については、平成26年度第3回理事

会において承認をいただいている。

先ほどの説明どおり、9月に統一講習会を、ま

た、基礎講習会を10月後半に開催する予定であるこ

とを付け加えたい。

議長は、平成27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：長沢雅史　先ほど述べたとおり、この議案

は報告事項であるため、採決はせずに次の試案に移

る。

第5号議案

議長：長沢雅史　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。

議長は、その他について議場に諮ったところ、執

行部より議事の提案があった。

会長：神山辰彦　この総会開催前に、本県第5区

選出の衆議院議員で自由民主党選挙対策委員長の茂

木敏充先生の秘書様及び本県選出参議院議員の上野

通子先生の秘古株、来年の参議院議員選挙へ立候補

予定のあぜもと将吾氏の秘書様よりご挨拶を頂いた

ところであるが、栃木県診療放射線技師会は、日本

診療放射線技師連盟の活動への支援、つまり、あぜ

もと将吾氏を応接することについて、この場で会員

の皆様にお諮りするので、承認を頂きたい。

議長：長沢雅史　ただ今、会長から提案のあった

日本診療放射線技師連盟への支援及びあぜもと将吾

氏を支援していくことについて、会場から何か質問

はないか。

議長：長沢雅史　それでは質問等は無いようなの

で、執行部より提案のあった日本診療放射線技師連

盟活動を支接し応揺することについての採決を行

う。

議長は本議案について採決を行ったところ、会場

出席者満場一致により可決承認された。

議長は、その他の質問、提案等について議場に

諮ったが、特になかった。

第6号議案

議長：長沢雅史　第6号議案　平成27年度・28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。

選挙管理委員長：杉岡芳明　選挙管理委貞会から

報告する。

本会定款第24条の規定により、理事の任期は、選

任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもに

ものに関する定時社員総会終結の時までとなる。本

会役員選任及び解任規程第6粂1項「選挙の公示は

社員総会の3月前までとする」の規定により、平成

26年2月20日金曜日に、一般社団法人栃木県診療放

射線技師会平成27年度・28年度役員選挙の公示を

行った。
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立候補届出期限の平成27年5月28日休）とし、役貞

選任及び解任規程より、理事立候補者16名と監事立

候補者2名について、平成27年6月11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27

年6月11EI（利こおこなった。

次に、本会定款第21粂及び役員選任及び解任規程

第11条の規定により、「理事及び監事は、社員総会

の決談によって選任する」「理事又は監事を選任す

る試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

会員の過半数をもって行う」とある。

ここで、規定により候補者名を1名ずつ読み上げ

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、16名の理事候補者および2名

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。

理事候補（16名）

吉成　亀蔵●　ヨシナリ　カメゾウ

（那須赤十字病院）

樋口　清孝　ヒグチ　キヨタカ

（国際医療福祉大学）

小黒　　清．オグロ　キヨシ

（礪協医科大学病院）

金田　幹雄．カネダ　ミキオ

（濁協医科大学病院）

斎藤　早苗．サイトウ　サナエ

（上都賀総合病院）

福田　敏幸　フクダ　トシユキ

（済生会宇都宮病院）

池田　卓義　イケダ　タカヨシ

（済生会宇都宮病院）

牧島　正道．マキシマ　マサミチ

（栃木県立がんセンター）

柏崎　克彦：カシワザキ　カツヒコ

（宇都宮記念病院）

佐藤　祐二：サトウ　ユウジ（芳賀赤十字病院）

三原　健二：ミハラ　ケンジ（佐野市民病院）

須藤　昌彦　ストウ　マサヒコ

（足利赤十字病院）

市川　和秀　イチカワ　カズヒデ

（佐野厚生総合病院）

柳沢三二朗　ヤナギサワ　ミツオ

（自治医科大学附属病院）

寺島　洋一：テラシマ　ヨウイチ

（自治医科大学附属病院）

斉藤　　稔：サイトウ　ミノル

（とちぎメディカルセンター下都賀総合病院）

監事候補（2名）

茂木　常男●モテギ　ツネオ

神山　辰彦●カミヤマ　タツヒコ

決議の結果、理事及び監事候補者は全員承認さ

れ、当選となった。

選挙管理委員長杉岡芳明は、当選した理事及び監

事候補者各々に就任の承諾を確認し、全員が就任を

承諾した。

選挙管理委員長：杉岡芳明　以上をもって、平成

27年度・平成28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：長沢雅史　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、　（

臨時理事会終了後に再開する。

休　憩

議長：長沢雅史　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。

代表理事：小黒　清　休憩中に開催した第2回理

事会において、次のとおり選任されたので報告す

る。

代表理事　　（会　長）　小黒　　清

（濁協医科大学病院）

業務執行理事（副会長）　柳沢三二朗

（自治医科大学附属病院）

業務執行理事（副会長）　福田　敏幸

（済生会宇都宮病院）

業務執行理事（常務理事）牧島　正道

（栃木県立がんセンター）

業務執行理事（財務部長）金田　幹雄

（濁協医科大学病院）

業務執行理事（学術部長）吉成　亀蔵

（那須赤十字病院）

業務執行理事（総務部長）須藤　昌彦

（足利赤十字病院）

以上、平成27年・28年度の代表理事並びに業務執

行理事が選任された。

議長は、本日の第91回定時社員総会における議案

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：柳沢三二朗　閉会を宣し、午後5時39分散

会した。
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⑳　t噛虐藷帽　迎尋重義尋恐鷹削

日　時：平成26年5月8日休）午後6時30分　　場　所：済生会宇都宮病院　グリーンホールB 

出席者二（会長）神山辰彦 

（業務執行理事）小黒　活、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、樋口清孝、遠藤奈美、斉藤　稔、大築慎一、長沢雅史、須藤昌彦、 

小堀康子、江原信隆 

（監事）茂木常男、野澤幸二 

欠席者：（理事）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。

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を告げ、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江原

信隆が選任された。また、議事録著名人は本会定款

第34条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。

第1号議案　平成25年度第4回理事会議事録の承認

並びに会長報告

議長：神山辰彦　会長報告。第4回理事会

（3／9）以降の動きを資料に基づき報告する。

3月12日休）国際医療福祉大学　学位記授与式・

学位記伝達式出席

4月2日休・国際医療福祉大学　入学式出席

4月5日仕）第1回業務執行理事会

4月19日比）住民個人被曝事業の説明会に会長、

福田業務執行理事が出席

（日本診療放射線技師会事務所にて）

議長は平成25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。

第2号議案　平成25年度事業経過報告について

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。

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

平成25年7月28日　静脈注射（針刺しを除く）講

習会開催（濁協医科大学）

平成25年10月27日．基礎技術講習（Ⅹ線CT検

査）開催（濁協医科大学）

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。

あすた－と発行が3回から2回に減少したので情

報の共有をメーリングリストで行いたい。

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）栃木県診療放射線技師会　第9回学術研究発表会

の充実を図る

5）諸規定の変更・修正および作成を行う。

平成25年度ですべての諸規定が承認された。

6）各部の活動

事務局　栃木会館取り壊しに伴う事務所移転につ
いて平成詣年3月31までに移転する。

組織部　正会員数は449名となり6人減少した。

魅力ある会、入会してよかったと思える会を目指

し、引き続き入会促進と組織率の向上を図ってい

く。

広報部　情報誌『あすた－と』の発行を3回から

2回発行とする。

企画部

放射線パネル展

会員の勤務する施設（上都賀総合病院、下都賀

総合病院）の病院まつり等で展示パネルを使用し

た。各施設で病院まつりなどの際は展示パネルを

活用していただきたい。

女性部

平成25年度診療放射線技師女性サミットへ理事

小堀康子が参加した。

今年の理事会は年3回の開催とする。

議長は、この議案について議場に諮ったところ、

満場一致で承認された。

第3号議案　平成25年度会計決算報告について

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。
・繰越金が増えた原因は、あすた－と発行回数の減

少と理事会開催回数減少で旅費支出が減少。

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　平成25年　公益目的支出計画実施報

告書について

議長：神山辰彦　資料に基づき報告する。
・公益目的財産残額が計画では、－903．424円だっ

たが実紙は、－75，450円だった。

・支出は、学術研究事業の情報誌発行を3回から2

回、マンモグラフィー研究会の開催がなかったこ

とで、計画を下回った。

・収入は、卒後教育講座等の会員参加費を無料にし

たため計画を下回った。

・計画を大幅に下回ったが、公益目的支出計画全体

の実施に影響はない。

議長は、この試案について議場に諮ったところ、

満場一致で承認された。

第5号議案　平成25年度　監査報告

監事：茂木常男　議長の求めにより、資料に基づ

き報告する。
・平成26年4月5日出16時より本会の事務所におい

て、監査会を実施した。

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6号議案　平成26年度　第1回卒後教育講座開

催について

日時●平成26年6月14日仕）15．00

場所：とちぎ健康の森

とちぎ健康づくりセンター　大会議室

受付14　30　〈担当〉学術部　座長：大築理事

内容：読影の補助『胸部放射線検査の要点』80分

講師：自治医科大学　放射線医学教室

講師　篠崎健史　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7号議案　一般社団法人栃木県診療放射線技師会

第90回定期総会開催について

日時　平成26年6月14日仕）16．30受付

場所．とちぎ健康の森

とちぎ健康づくりセンター　大会議室

準備：出席者名簿・会旗・賞状・記念品

〈担当〉福田常務理事

受付　〈担当〉総会運営委員会　各地区理事

1　開会．16．45

2　総合司会　業務執行理事　福田敏幸

3　開会の挨拶●副会長　柳沢三二朗

4．会長挨拶：神山辰彦

5　表彰．20年、35年勤続功労表彰

〈担当〉会長、常務理事

6　総会遁官員会報告　理事　寺島洋一

議長選出　理事　須藤昌彦

議事録作成人　常務理事　福田敏幸

議事録著名人．業務執行理事　金田幹雄

牧島正道

7　議事．

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案

第5号議案

第6号議案

平成25年度事業権過報告

（承認を求める）

平成25年度会計決算報告

（承認を求める）

平成25年度公益目的支出計画実

施報告雷（承認を求める）

平成25年度監査報告

（承認を求める）

平成26年度事業計画および予算

書（報告のみ）

その他

閉会の挨拶：副会長　小黒清

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　フレッシャーズセミナーの開催について

日時　平成26年6月15日伯）

9時30分～15時15分（9時00分受付）

場所：とちぎ健康の森

とちぎ生きがいづくりセンター　教室A

（2階）

講師●神山、福田、吉成、金田

申込締切　5月31日出　事務所に電話で受付

参加費無料（食事つき）

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。

第9号議案　各部・各地区報告について

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。
・会員の動向：会員総数　449名

・資料のとおり、新入会希望者が1名。入会を認め

て良いかお諮りしたい。

－30－



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1名の入会が承認された。

（総務部）

業務執行理事：放鳥正道　誌長の求めにより、資

料に基づき報告する。
・第3匝Ⅰ卒後教育講座、第10回学術研究発表会が平

成27年3月8日から3月1日に変更。

（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。
・会費納入について

4月上旬　日放技より請求憲送付。
・会費納入状況（平成26年5月7日現在）

正会員129名／449名（287％）

未納者数

平成24年度　1名．今年9月までに会費納入し

ないと除籍するという通知を発送する。

平成25年度16名　郵送物の停止をするという

通知を発送する。
・各地区及び研究会への助成について

各地区助成金額は会員数に応じて決めていたが、

今後は本会の規定に基づき経費を支給し、卒後教

育講座の経費は開催ごとに3万円を上限として支

給する。各地区や研究会でかかった経費は可能な

限り立て替えてもらい、後日清算とさせていただ

きたい。

なお、消化管振影研究会は24年度からの繰越金が

10万円ほどあるので、この繰越金がなくなるまで

は繰越金だけで活動してもらうこととします。

一　・技師会活動を行った場合は、必ず経費と旅費の請

求をお願いします。原則、請求されたのに対して

旅費規定に基づき支給いたします。

また、理事会や総会等の旅費は財務部で一括して

処理させていただきます。

（学術部）

業務執行理事：吉成亀蔵　特になし。

（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36号の発行日が7月16日鮒で、

原稿の締め切りが7月2日休）である。
・原稿を依頼する方には、後ほど改めてメールす

る。

（組織部）

副会長：柳沢三二朗　議長の求めにより報告す

る。

・ホームページの就職案内、斡旋の欄を整理しました。

・県内の中′ト病院で働いている技師の把握をしたい

と考えている。

（企画部）

副会長：小黒　清　特になし。

（地域医療対策部）

副会長：小黒　清　特になし。

（女性部）

理事：遠藤奈美　議長の求めにより報告する。
・女性部は廃止の方向で進んでいる。

・廃止についてのアンケートを実施予定（今年度中

実施）。

◎各地区報告

第1地区（理事　樋口清孝）　特になし。

第2地区（理事　遠藤奈美）　特になし。

第3地区（理事　大築慎一）

3月26日卒後教育講座を開催しました。今年度

から2回開催したい。

第4地区（理事　長沢雅史）　特になし。

第5地区（理事　斉藤　稔）　特になし。

第10号議案　その他
・4月19日　日本診療放射線技師会事務局で環境省

委託事業　個人被ばく線量測定に関する打ち合わ

せ会議に参加。（会長、福田業務執行理事）
・『住民の個人被ばく線量把握事業』協力者の説明

会を5月10日15．00から済生会宇都宮病院グリー

ンホールにて実施する。

・関東甲信越診療放射線技師学術大会（茨城県）の

座長選出

JAかみつが厚生連　上都賀総合病院．牛久　誠
・JART依頼による『放射線機器管理連絡委員』の

選出（各県1名）

長沢雅史理事
・平成26年度第10回学術研究発表会の会場決定

平成27年3月1日（日）

濁協医科大学　閥湊記念ホール
・その他

1）今年度より各地区の卒後教育講座の日時を技師

会ホームページに掲載する。

2）平成26年度関東甲信越診療放射線技師学術大会

（茨城県）前日に北関東地域と南北合同地域の

会長会議に出席（会長、小異・柳沢・吉成業務

執行理事）

3）決算手続きの流れの説明

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。
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議長は、本日の平成26年度第1回理事会における　　　議長：神山辰彦　閉会を宣し、午後8時3分散会し

議案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降　　た。

壊した。

日　時：平成26年11月15日出　午後5時30分 

場　所：芝メディカルシステムズ株式会社　本社　那須工場研修センター 

出席者：（業務執行理事）神山辰彦、小黒酒、牧島正道、金田幹雄、吉成包蔵 

（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、小堀康子 

（監事）茂木常男、野澤幸二 

欠席者＝（業務執行理事）福田敏幸、柳沢三二朗 

（理事）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。

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　吉成亀蔵が選任さ

れた。また、議事録著名人は本会定款第34条の規定

により神山辰彦会長、茂木常男監事、野澤幸二監事

が適任された。

第1号議案　平成26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26年度第1回理事会議事録

の承認を求める。

＜第1回理事会議事録への訂正＞

第4号議案
・支出は、学術研究事業の情報発行を3回から＝ラ

・支出は、学術研究事業の情報誌発行を3回から

議長は26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　5月8日平成26年度第1回理事

会以降の動きを資料に基づき報告する。

福島県外における住民の個人被ばく線量把握事業

については、自治医科大学附属病院・佐野市民病

院・済生会宇都宮病院で解析データの読み取り作業

を行っている。

別紙参照。

第2号議案　平成26年度第2回卒後教育講座の開

催報告

理事会資料参照。

参加者人数　会　員　41名　　非会員　5名

合計46名

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26年度第3回卒後教育講座

第10回学術研究発表会

開催日　平成27年3月1日伯）13：（氾～（予定）

場　所：濁協医科大学　閥湊記念ホール

○講演内容

※放射線検査技術と読影の補助

『腹部放射線検査の要点』

福島県立医科大学　会津医療センター

小腸・大腸・月工門科学講座

准教授　歌野　健一（うたの　けんいち）先生

※演題数にて内容見つめなおす。

※ランチョンセミナーは提供会社の計画に入って

いないためにできない。

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4号議案　各部・各地区報告

業務執行理事会報告⇒別紙参照

部会報告
・事務局（福田業務執行理事欠席のため会長より報

告）：別紙参照。
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入会者届提出者16名の入会が満場一致で認められ

た。
・総務部（牧島業務執行理事）：なし

・財務部（金田業務執行理事）：別紙参照

・学術部（吉成業務執行理事）：なし

・広報部（福田業務執行理事欠席のため会長より

報告）　会誌・あすた－との発行は資料のスケ

ジュールに従い実施するので協力をお願いした

い。

会誌用に本日の『MMG施設画像認定取得に向け

て』の内容を掲載する。

日本診療放射線技師学術大会の発表者に感想文を

書いていただく。
・組織部（柳沢業務執行理事）　なし

・企画部（小黒業務執行理事）　なし

・地域医療対策部（小黒業務執行理事）’なし

・女性部（柳沢業務執行理事）．なし

MMG研究会から（吉成業務執行理事）

平成27年4月25日比）研究会開催予定

講師　昭和医科大学　明石准教授に依頼

各地区報告
・第1地区（樋口理事欠席のため吉成業務執行理事

より報告）

平成26年10月17日（錮　第1回卒後教育講座

場所●　国際医療福祉大学

講師●日本ライフライン株式会社

内容：「心電図の基礎」

参加人数　21名
・第2地区（遠藤理事）

平成26年11月29日仕）第1回卒後教育講座

場所：猫協医科大学病院

内容：「医療被ばく低減施設認定畜類審査まで

の経緯」

「心臓カテーテル検査で診療放射線技師が

必要な心電図の知識（その1基礎）」

平成27年2月7日仕）

第2回卒後教育講座（予定）
・第3地区（大築理事欠席のため牧島業務執行理事

より報告）

未定

内容．接遇に関すること
・第4地区（長沢理事）

平成26年9月2日㈹　第1回卒後教育講座

場所　足利赤十字病院

第2回卒後教育講座計画中（平成27年1月下旬～

2月上旬）

・第5地区（寺島理事）

平成27年1月下旬～2月上旬　2回計画中

第5号議案　その他（報告事項と確認事項）

神山会長

○平成26年10月26日　基礎技術講習会（一般撮影）

の開催報告

場所●礪協医科大学

参加者人数　58名

予定より多くの参加者あり。

当日の担当　神山会長・小黒副会長・柳沢副会長

吉成教育委員

○一般社団法人問題

移行認可時よりも細かいところまで要求されてい

る。

現在、指摘事項を事務所の矢野さんと詰めている

最中である。
・合計金額が1円くるっている→写し間違いによ

る。

・正味財産増減計算沓内訳表と「（3）実施事業

資産の状況等」の整合性

指摘事項が終わらないと本当の意味の一般社団法

人とならない。

○全国地域連絡会談（会長会議）
・『診療放射線技師制度に関する自由民主党議員

懇話会』設立総会があった。
・会員数を増やしてほしい。

・日本診療放射線技師連盟、畦元さんを応接、

AZEを退任（各県を巡りたい。呼んで欲しい。）

江原理事

○卒後教育講座の講師料は？

役職にて決まっている。JART支払基準に準ず

る。（教授　5万、准教授．4万、講師　3万、助

教・助手・技師：1万）

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26年度第2回理事会における議

案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降壇

した。

議長：神山辰彦　閉会を宣し、午後6時00分散会

した。
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頭重畠報獅腐　詣包囲・一　竃等

日　時：平成27年3月1日（日）午後4時00分　　場　所：濁協医科大学　閥湊記念ホール会議室 

出席者：（業務執行理事）神山辰彦、小異清、柳沢三二朗、福田敏幸、金田幹雄、吉成亀蔵 

（理事）柏崎克彦、矧コ清孝、遠藤奈美、寺島洋一、大築慎一、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）牧島正道 

（理事）斉藤稔、小堀康子 

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　寺島洋一が選任さ

れた。

また、議事録著名人は本会定款第34条の規定によ

り神山辰彦会長、茂木常男監事、野澤幸二監事が選

任された。

第1号議案　平成26年度第2回理事会議事諒の承

認並びに会長報告

議長：神山辰彦　平成26年度第2回理事会議事録

の承認を求める。

議長は平成26年度第2回理事会議事録について承

認を諮ったところ、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を資料

に基づき報告する。

第2号議案　第10回学術研究発表会・第3回卒後

教育講座の開催について

議長：神山辰彦　学術研究発表会も第10回とな

り、今回から会員発表と学生発表それぞれ学術奨励

賞を授与することとした。学術奨励賞は、本年度以

降も引き続き行っていく。

また、卒後教育講座については読影補助などに対

応するために、今回、福島県立医科大学会津医療セ
ンター歌野健一先生にご講演いただいた。今後は、

接遇など業務にあたる際に必要な内容も検討してい

きたい。

本日の参加者数は、会員84名、非会員2名、学生

21名の合計107名であった。

第3号議案　業務拡大に伴う統一講習会について

議長：神山辰彦　那須中央病院須田富仁会員と菅

間記念病院内日新也会員を統一講習会の指導者とし

て選出し、昨日と本日の二日間、東京で開催されて

いる講習会に参加いただいている。講習会の日程等

は、JARTからの指示待ちとなる。

第4号議案　平成27年度の事業計画案・予算案について　　〔

議長：神山辰彦　平成27年度事業計画（案）につ
いて資料に基づき報告する。

業務執行理事：金田幹雄　平成27年度予算替

（案）について資料に基づき報告する。

議長は平成27年度事業計画（案）・予算古（案）につ
いて承認を諮ったところ、満場一致で承認された。

第5号議案　一般社団法人について

議長：神山辰彦　公益員的支出計画の実施完了に

より、1月22日付の公文書にて平成26年4月1日か

ら、移行法人より一般社団法人への移行が完了した。

第6号議案　平成25年度　正味財産増減計算書・貸

借対照表（県報告用）の修正について

議長：神山辰彦　県より、『修正された書類等は　（

直近の理事会で承認を得ること』と指導されたこと

により、平成25年度正味財産増減計算書・貸借対照

表（県報告用）の修正版を資料に基づき報告する。

議長は平成25年度正味財産増減計画書・貸借対照

表（県報告用）の修正について承認を諮ったとこ

ろ、満場一致で承認された。

第7号議案　平成27年度　定時総会について

議長：神山辰彦　開催日時は、平成27年6月27日

仕）の第1回卒後教育講座の後に、栃木県総合文化セ
ンター第1会議室にて開催する。

第8号議案　日本診療放射繚技師会　代議員の選出

について

議長：神山辰彦　日本診療放射線技師会代議員3

名と補欠代議員1名の立候補が済んでいる。代議員
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には、小異副会長、牧島業務執行理事、吉成業務執

行理事の3名が、また補欠代議員に柳沢副会長が立

候補した。

第9号議案　環境省事業　福島県外の住民の被ばく

線量把握事業について

議長：神山辰彦　平成27年1月末で測定事業は終

了となった。測定事業のデータについては環境省の

管理となる。測定データを学会発表等に利用する事
はできない。

第10号議案　本会の役員選挙の公示について

議長：神山辰彦　平成27年度・28年度の役員選挙

の公示を行い、学術研究発表会の抄録に同封して会

員宛に送付した。立候補締め切り5月28日㈱とす

る。選挙は6月27日吐）の定時総会において実施す

る。改選後に臨時理事会を開催し、互選にて会長・

副会長・業務執行理事の選出をおこなう。

第11号議案　本会の事務所移転について

議長：神山辰彦　現在事務所が入居している栃木

会館の老朽化による解体に伴い、当法人の主たる事

務所を、改修が終了した宇都宮市昭和1丁目3番10

号栃木県庁舎西別館（旧議員会館）へ、4月25日仕）

の午前に引越し移転する。引越し作業終了後、午後

から新事務所にて業務執行理事会及び監査会を実施

することとする。

議長は主たる事務所の移転について承認を諮った

ところ、満場一致で承認された。

「　第12号議案　各部・各地区報告について

業務執行理事会報告　別紙参照
・事務局（福田業務執行理事）退職に伴う退会者が

数名いる。
・総務部（牧島業務執行理事）別紙参照（欠席のた

め会長より報告）
・財務部（金田業務執行理事）会費納入率は2月24

日現在、正会員が91．8％、賛助会員15社は完納。

第10回学術研究発表会の座長に3．000円、学術奨

励賞に10，000円のそれぞれ図替券を用意した。
・学術部（吉成業務執行理事）第1回卒後教育講座

の内容については、富士フイルムメディカル社と

凋協医科大学病院の被ばく低減施設認定に向けた

取り組みの紹介を考えている。
・広報部（福田業務執行理事）情報誌の発刊号数の

確認を行う。
・組織部（柳沢業務執行理事）HPに広報を掲載し

たい場合は、柳沢に依頼を行う。

・企画部（′J、異業務執行理事）なし

・地域医療対策部（小異業務執行理事）なし

・女性部（柳沢業務執行理事）来年度から女性部会

は廃止とする。JART女性サミットの委員を小堀

理事の他にもう1名選出する。
・MMG研究会（理事　大築）平成27年4月25日仕）

研究会開催予定。講師は昭和医科大学明石准教授

に依頼している。

各地区報告

各地区理事より第2回理事会以降に開催された各地

区の平成26年度卒後教育講座の報告がなされた。
・第1地区（理事　樋口）

平成26年10月17日陰）国際医療福祉大学

平成27年2月20日位）国際医療福祉大学
・第2地区（理事　遠藤）

平成26年11月29日比）礪協医科大学病院大会議室

平成27年2月7日仕）濁協医科大学病院大会議室
・第3地区（理事：大築）

平成27年1月21日㈹　済生会宇都宮病院
・第4地区（理事：長沢）

平成27年1月30日㈲　佐野厚生総合病院　会議室
・第5地区（理事‥寺島）

平成27年1月30日働　自治医科大学附属病院

第13号議案　その他（報告・確認事項）

議長：神山辰彦　来年度も例年どおりフレッ

シャーズセミナーを開催する。開催場所と日時は、

栃木県総合文化センター第4会議室において平成27

年6月28日（日）9　00～16　00に実施。

参加者に昼食の提供。講師は昨年同様とするが、新

しい講師を育成したい。

業務執行理事：柳沢三二朗　来年度から会員への

周知を図る目的で、学術研究発表会のポスターを作

成して職場に張り出すことで、大会の周知を促すこ

とが可能と思われるので、年3回行われる卒後教育

講座、学術研究発表会は事前にポスターを作成し

て、各施設で広報できるようにしていただきたい。

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。

議長は本日の平成26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、16：52に散会した。
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l会の動静
8／25　労働保険の保険関係設立手続等について労

働局職員訪問　　　　　　（本会事務所）

〈会長・金田〉

8／28　第3回理事会　　　（濁協医科大学病院）

栃木県公衆衛生大会

（栃木県総合文化センター）

9／3　第4地区第1回卒後教育講座

（佐野市民病院）

9／9　第2地区役員会　　（濁協医科大学病院）

9／19・20　業務拡大に伴う統一講習会

（濁協医科大学）

9／24　第1地区幹事会　　（国際医療福祉大学）

9／30　会費納入〆切

10／7　第3回業務執行理事会

（濁協医科大学病院）

10／25　診療放射線技師基礎技術講習会「乳房撮影」

（濁協医科大学）

10／31第2回卒後教育講座

（栃木県立がんセンター）

第4回理事会（栃木県立がんセンター）

11／7　第1回第2地区卒後教育講座

（濁協医科大学病院）

11／11第5地区卒後教育講座第1回

（自治医科大学附属病院）

11／21～23　第31回日本診療放射線技師学術大会

（国立京都国際会館）

11／22　地域委員会（全国会長会議）

（国立京都国際会館）〈会長〉

11／詣　第2回日本診療放射線技師会北関東地域役員

（拡大会長会議）教育委具合同会議

（大宮ソニックシティ）〈会長・柳沢・福田・吉成〉

平成27年度北関東地域診療放射線技師女性

サミット（大宮ソニックシティ）〈小堀・斎藤〉

12／1　第3地区卒後教育講座（済生会宇都宮病院）

12／7　日本診療放射線技師連盟拡大理事会（支部

長・理事会議）（JART事務所）〈会長〉

12／7　「あぜもと将吾を囲む会」

（東京プリンスホテル）〈会長・金田〉
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璽平成27年度事業計画予定表

平成27年

12月16日的　会誌107号発行

12月18日幽　第1地区卒後教育講座（第1回）

平成28年

1月10日（目上11日（月）業務拡大に伴う統一講習会

1月21日的　第5回理事会

1月30日出　第4地区卒後教育講座（第2回）

2月3日㈹　第3地区卒後教育講座（第2回）

2月4日㈱　第5地区卒後教育講座（第2回）

2月6日出　第2地区卒後教育講座（第2回）

2月18日㈱　第5回業務執行理事会

2月19日幽　第1地区卒後教育講座（第2回）

2月24E】㈱　第11回学術研究発表会抄録集発行

3月6日（日）第3回卒後教育講座・第11回学術研

究発表会

第6回理事会

事務所執務時間を下記のとおり変更しますので、
お知らせいたします。

【執務時間】
月・火・木・金　午前10時から12時

午後1時から3時25分
水　　　　　　午前10時から12時

【休　　業】
土・∃・休日・祝日、夏季・冬季

平成27年12月28日（月）～

平成28年1月3日（日）
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賛助・広告会員一覧

。富士フイルムメディカル株式会社

0日本メジフィジックス株式会社

0東芝メディカルシステムズ株式会社

0栃木放射線株式会社

0富士フイルムR工ファーマ株式会社

。GEヘルスケア・ジャパン株式会社

0エーザイ株式会社

0株式会社島津製作所

0株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

。第一三共株式会社

0カイゲンファーマ株式会社

0ケアストリームヘルス株式会社

0株式会社邦商

。株式会社日立メディコ

。シーメンス・ジャパン株式会社

。バイエル薬品株式会社

。コニカミノルタヘルスケア株式会社

。株式会社ドクターネット

。富士製薬工業株式会社

（順不同）

編集後記

■今年の新語・流行語大賞は「トリプルスリー」と

「爆買い」に決まりました。お笑いタレント“とにか

く明るい安村”の「安心して下さい、穿いてます

よ。」もトップテン入りしました。今号の学術記事に

は濁協医科大学病院の「医療被ばく低減施設認定」が

紹介されています。多くの施設で認定を取得し、患者

様に「安心して下さい、（認定を）取ってますよ。」

と言えるといいですね。

■今年10月から医療事故調査制度が始まりました。検

診機関による胃Ⅹ線振影時の死亡事故、核医学検査中

の死亡事故など、今年はこれまでなかったような死亡

事故が多かったように思います。放射線診療において

も安全に対する体制の抜本的改革がそろそろ必要なの

かもしれません。

●業務拡大に伴う統一講習会が始まりました。診療放

射線技師を養成する大学でも、「BLS（一次救命処

置）」、「静脈内注射針の按針」、「肛門カテーテル

挿入」に関するシミュレーション教育が一部で始まっ

ています。

■2016年（平成28年）は申年です。この“申”という漢

字ですが、背骨と肋骨の形から出来たという説もあ

り、部首を一一にんべん－’にすると■●伸びる”という漢字に

なります。来年は背筋を伸ばして、何事も前向きに行

動できればと思っています。皆さま、良いお年をお迎

えください。
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