
局

日　　時：平成認年6月18日出　午後5時00分 

場　所：栃木県絵合文化センター　第1会議＃〈：都吊市本町1＿8〉 

総会員数：456名（平成詔年6月18日出　午後5時00分現在） 

出席会員数：295名（内訳：本人出席23名、委任状出席246名、ヂ川l儀決による出席26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。

会長小黒清より開会挨拶の後、勤続35年および
20年功労表彰がおこなわれ、35年功労者10名と

20年功労者10名が表彰された。

続いて、

総会運営委員長斎藤早苗　絵会運営委員会より報

告する。本日、平成28年6月18日午後5時00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456名である。本日の会場出席者致刀名。

委任状による出席者数246名。書面表決による出席

者数26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「社員絵会の決議は、

絵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、本日の絵会は有効に成立す

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、議長に理事市川和秀、議事

録作成人に業務執行理事牧島正道、議事録著名人に

代表理事小異清、業務執行理事柳沢三二朗が遠任さ

れた。

議長市川和秀より挨拶の後、議案の審議に入った。

譲長：市川和秀　第1号議案平成27年度事業報告、

第2号議案平成27年度会計決算報告および第3号

議案平成27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：市川和秀　第1号議案平成27年度事業報

告を執行部より報告額いたい。

会長：小黒　清　議長の求めにより平成27年度

会務経過の捻括を資料に基づき報告する。

平成27年4月に「診療放射線技師法が一部改正」

されたことにより、診療放射線技師の業務内容が拡

大した。そして厚生労働省医政局長通知により新た

な業務を行うに当たっては、医療安全の確保の観点

から、公益社団法人日本診療放射線技師会が実施す

る「業務拡大に伴う統一講習会」を受講することが

望まれることから、本会においても講習会を2回開

催した。また今回の改正で業務範囲に新たに追加さ

れた行為は、既に医療現場で我々が既に行っていた

ものもあり、現場の状況に法律が追いついてきたと

も言える。しかし抜本的な改正にまで至っていない

のが現状である。診療放射線技師職の地位向上と戦

域拡大を目指すためには国政に我々の代表を送り出

すことも重要であることから、第91回定時社員総

会において日本診療放射線技師連盟の活動への支

援、つまりは、あぜもと将吾氏を応援することにつ

いて承認を頂いた。そして第11回学術研究発表会

において日本診療放射線技師連盟副理事長畦元将吾

先生に特別講演をしていただいた。

また、平成27年度に行政庁の監督を受けない本

来の一般社団法人となったことから、会員に特化し

た事業のみを行うことが出来ることになったが、本

会定款等に記載されている「診療放射線技師の取業

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」に

則り事業を推進してきた。

平成27年度（平成27年4月1日から平成為年

3月31日）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業務拡大に伴う統一講

習会を開催した。診療放射線技師法の一部改正が平

成26年6月に決定され、実施が平成27年4月1日

となっている。これに伴う講習会を北関東地域の技

師会と連携して開催した。本県では平成27年9月

19日出～20日（日）に第1回目を“静脈注射（針刺し

を除く）に関係する講習会”の既受講生を対象に実

施し、平成光年1月10日（日）～11日胴）に第2回目

を未受講者も含めて実施した。
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②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技術講習を日本診療放射

線技師会及び北関東地域の技師会と連携して開催し

た。本県は平成27年10月25日（印に乳房撮影を開

催し、本会並びに他県技師会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。

③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）を平成27年6月28

日（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

身につけさせ、医療・福祉の向上に努めた。

（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

底を図った。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

なく、ホームページの改変も含めて今後も継続して

啓発していく必要がある。

（3）平成27年度関東甲信越診療放射線技師学術大

会（千葉）への参画

千葉県診療放射線技師会が実施県となり市川市で

平成27年6月20日出～21日（日）に開催した。本会

会員も演逝発表及び座長、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11回学術研究発

表会の充実を図る

学術的研究、唯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発表会

を平成28年3月6日（日）に濁協医科大学で開催し、

その抄録集を発行した。演題の中から学術奨励賞を

2演題選出し、その成果を讃えた。若い技師及び学

生からの演題発表もあり、登竜門としての役割も果

たせた。ここ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）祖線の活性化を図る

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、会員の学術的モチベー

ションを高めることができた。会月と非会員の差別

化を図り、入会促進に繋がるように開催した。

毎年の主事業は、見直しを図りながら継続して

行った。事業実施の詳細については、以下に報告す

る。平成27年1月22日付けでr公益目的支出計画

の実施完了の確認書」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

して公益日的事業「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r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、いわゆる公益目

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。

毎年の主事菜は、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、捻会資料を参

照いただきたい。

第2号議案

議長：市川和秀　続いて、第2号議案平成27年

度会計決算報告を執行部よりご説明いただきたい。

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。小黒会長に代わり私から報告さ

せていただく。

業務執行理事：金田幹雄　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、正味財産増減計算書について・説明する。平

成27年度の経常収益は、5，648，191円で、対前年度

比103，三強4円の減収となった。経常費用は6，327．417

円で対前年度比1．074，374円の支出増となっている。

経常収益から経常費用を引いた当期経常増減額は、

679．226円の減となり、正味財産合計は2，617，475円

である。

なお、科目ごとの詳細については、正味財産増減

計算書と内訳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。

貸借対照表内訳書より、流動資産合計2，359，410

円が次期繰越流動資産となる。

以上、報告する。

ー30－



局 告

第3号議案

議長：市川和秀　続いて第3号議案平成27年度

監査報告について監事より報告廣いたい。

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9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、絵務担当理事お

よび事務職員立ち会いのもと、平成27年4月1日

から平成28年3月31日までの平成27年度の理事

の戦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！柑条第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条（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朗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、重要な決裁書類等を閲覧し、当技師会

の主たる事務所において兼務及び財産の状況を調査

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書を監査した。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

係る計算書類及びその附属明細書並びに財産日録等

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書は、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。計算書類及びその附属明細書並びに

財産目録等の監査結果について、計算書類及びその

附属明細書並びに財産目録等は、当技師会の財産及

び担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：市川和秀　第1号議案、第2号議案、第3

号議案の報告について質問等があれば承る。

社員：須田官仁　第2号議案、27年度決算につ
いて支出が増えた理由と今後も支出増の心配はない

のか。

業務執行理事：金田幹雄　今年度は県技師会事務

所の移転費用、日本診療放射線技師会主催である統
一講習会の年2回開催、各地区研修会の年2回開催

を徹底したことによる支出増があった。今後検討し

ていく。

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、書面議決権行使者26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。書面議決権行使者26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。書面議決権行使者26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。

第4号議案

議長：市川和秀　第4号議案　報告事項　平成
28年度事業計画及び予算書についてであるが、こ

の議案は報告事項であるから、あらかじめ於会資料

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：小黒　清　議長の求めにより報告する。平

成28年度予算案については、平成27年度第6回理

事会において承認をいただいている。

議長は、平成28年度事業計画及び予算書につい

て質問等を議場に諮ったが、特に無かった。

議長：市川和秀　先ほど述べたとおり、この議案

は報告事項であるため、採決はせずに次の議案に移

る。

第5号議案

譲長：市川和秀　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：小黒　清　熊本地震災害について本会から

義援金1万円と本日案内している募金を日本診療放

射線技師会を通じて日本赤十字社に寄付し被災地へ

お届けしたい。この場で会員の皆様にお諮りするの

で、承認を頂きたい。

譲長：市川和秀　ただ今、会長から提案のあった

内容について、会場から何か質問はないか。

議長：市川和秀　それでは質問等は無いようなの
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で、執行部より提案のあった熊本地震災害の義援金

と募金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。

議長は、本日の第92回定時社員縁会における議

案がすべて議決完了したことを宣し、議長席を降壇

した。

業務執行理事：柳沢三二朗　閉会を宣し、午後5

時39分散会した。

平鹿27年度　諾・J包　遡諾　重義諾意（抄）

日　時：平成27年6月11日㈱18：30～20：30　場　所：栃木県済生会宇都宮病院　北館第2会議室 

出席者：（会長）神山辰彦 

（業務執行理事）小黒　清、柳沢三二朗、福田敏幸、金田幹雄、吉成亀歳 

（理事）柏崎克彦、樋口清孝、遠藤奈美、寺島洋一、大築慎一、長沢雅史、須藤昌彦、江原信隆 

（監事）茂木常男、野津幸二 

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　神山長彦　聞合を二i’i：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〃げ、議が録作成人の選

任方法を諮ったところ、満場一致をもって理事遠藤

奈美が選任された。また、議か録署名人は本会定款

第34条の規定により神山辰彦会長、茂木常男監事、

野澤♯二監叫が選任された。

第1号議案　平成26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26年度第3回理事会議事

録の承認を求める。

議長は平成26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。

議長：神山辰彦　会長雅子■～。第3回郡小会（3月

1日）以降の動きを資料に基づき報告する。

3月11日㈹l叫際医療和社大学　学位記伝達式出席

4月　2日的　国際医療福祉大学　入学式出席

4月25日出　小務所引越し

第1回業務執行理事会・監査会（本

会新里務所）

5月　7日㈱　事務所移転登記申請

5月22日幽　登記完了

6月　5日㈲　Ⅹ線発見120周年記念式典・祝賀会

（パレスホテル東京）

6月　6日仕）日本診療放射線技師会第76回絵会

（TKPガーデンシティ竹析）

第2号議案　平成26年度事業経過報告について

議長：神山辰彦　平成26年度の小薬について賢

料に基づき報告する。

議長：神山辰彦　平成26年度は、次の5割Ilを

重点項目として事業を行った。

（1）日本診掠放射線技師会との述携
・平成26年6月15日　フレッシャーズセミナ一

閃催（とちぎ生きがいづくりセンター）
・平成26年10月26日　基礎技術講習（一般撮影）

開催（猟協総称大学）
・環境省委託事業に協力

（2）ホームページ・メーリングリストによる情報挺供

登録人数が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）への参州

（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

以上について、本会定款節39条の規定により、

捻会にて報告を行い承認を受けることとする。

議長は、平成26年度事業報告について承認を諮っ

たところ、満場一致で承認された。

第3号議案　平成26年度会計決算報告について

業務執行理事：金田幹雄　儀長の求めにより、平成

26年度会計決算報告について資料に基づき報告する。
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業務執行理事：金田幹雄　正味財産増減計算書の

経常収益の増減が誤っており、次項の収支決算内

訳表に同じものがあるためそちらに合わせて修正し

てもらいたい。

研修会事業収益が極端にマイナスになったのは、

前年度は一般社団法人記念祝賀会を開催し参加費

をそこに入れたためである。

以上について、本会定款第39条の規定により、

稔会にて報告を行い承認を受けることとする。

議長は、平成26年度会計決算報告について承認

を諮ったところ、満場一致で承認された。

第4号議案　平成26年度　監査報告について

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27年4月25日出16時より新事務所におい

て監査会を実施した。監査方法は、報告書のとおり

である。

監査の結果について、事業報告等の監査結果事業

報告及びその附属明細書は、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。

理事の聴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

算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査

の結果計算書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。

議長はこの議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号譲案　平成27年度　事業計画・収支予算報

告について

議長：神山辰彦　平成27年度事業計画並びに収

支予算については、平成27年3月1日開催の平成

26年度第3回理事会にて承認済みである。内容に

ついても、あすた－とVol．37に掲載済み。

定款により、絵会にて報告を行うこととする。

議長はこの議案について承認を諮ったところ、満

場一敦で承認された。

第6号譲葉　平成27年度・28年度　役員選挙に

ついて

議長：神山辰彦　資料に基づき役員選挙について

報告する。

平成27年度・28年度役員選挙に、理事候補者16

名、監小候補者2名が立鮫祁している。群小の定数

は10～20名なので問題はない。

第91回絵会にて即小と監小の選任を行う。

瀧長はこの議案について承認を諮ったところ、捕

場一致で承認された。

第7号議案　臨時理事会の開催について

6月27日に開催される第91回捻会において、第

5－り・議案の平成27・28年度役目選挙が終了し凱小

が選任された後、盆会を暫時休憩し、その間に臨時

即小会を闘催して、選任された即小による二圧選によ

り代表理事および業務執行理事を選定する。

代表到印は会長に就任する。業務執行部小6名の

中から副会長2名、常務理事1名を選任する。

議長はこの議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8号議案　第91回定期総会開催について

議長：神山辰彦　資料に基づき第91回盆会につ
いて税明する。

日時：平成27年6月27日出16：45開始

場所：栃木県稔合文化センター第1会議＃

（借用時間13：00～22：00）

準備：出席者名簿・会胱・賞状・記念ふ■■

担当：業務執行理事　福田敏幸

受付：兼務執行部小　牧JJ正道・金田幹雄

総会運営委員会：委員長　理事　樋口清孝

1．絵合司会：業務執行部小　和田敏幸

2．開会挨拶：副会長　柳沢三二朗

3．会長挨拶：神山屁彦

4．表彰：20年、35年勤続功労表彰

別当：会長　神山屁彦

業務執行理事　福田敏幸

5．線会迎常香い会報て■「：到！小　樋口桁孝

議長選出：理事　長沢雅史

蔽小録作成人：業務執行群小　鋸田敏幸

議事録著名人：会長　神山辰彦

欄会長　柳沢三二朗

6．議事：

節1－り・議案　平成26年収小葉経過報てlr

（承認が必要）

第2－り・議案　平成26年度全盲汁決算報告

（承認が必要）

弟3－り・議案　平成26年度監査報てIJ

（承認が必要）

約4－り・儀案　平成27年娘J慄i汁輌・収支予締りニ

（報告のみ）
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第5号議案　その他

第6号議案　平成27年度・28年度　役員選挙

7．開会挨拶：副会長　小黒　清

議長：神山辰彦　あぜもと事務所より、少しでも

畦元を知ってもらう上でも給金でご挨拶をさせて頂

きたいというメールをもらった。また、自由民主党

の公認をとるために、自由民主党選挙対策委員長で

栃木県自由民主党県連会長の茂木敏充氏へ捨会の開

催案内を依頼された。結果、絵会当日は茂木氏の代

理人（秘書）とあぜもと氏の代理人（秘書）が出席

することになった。卒後教育講座終了後、会員が退

場する前に時間を頂き、栃木県診療放射線技師会政

治連盟としてご挨拶をもらうこととする。

議長はこの議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9号議案　平成27年度　第1回卒後教育講座開

催について

日時：平成27年6月27日出15：00～

（14：30受付）

場所：栃木県捻合文化センター第1会議室

受付：学術部

司会兼座長：業務執行理事　吉成亀蔵

報告書：理事　江原信隆

内容：講演1「富士フイルムにおけるFPDの最

新動向～VirtulGrid」

講師　富士フイルムメディカル株式会社

販売統括　石井伸英先生

請演2「医療被ばく低減施設認定一訪問

審査を受けるまで－」

講師　濁協医科大学病院　福住　徹先生

※講師料10，000円と交通費（県内5．（X氾円、県

外10．㈱円）を支給する。

※参加費は会員・新卒者無料、非会員3，0∝）円

議長はこの議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10号議案　フレッシャーズセミナーの開催について

日時二平成27年6月28日（日）

9：（氾～16：（M（9：00受付）

場所：栃木県絵合文化センター第4会議室

（借用時間9：00～17：00）

講師：神山辰彦、福田敏幸、金田幹雄、吉成亀裁

許師補助：寺島洋一

参加申込締切日：6月13日仕）

参加珊無料（捕食付）
※講師はJARTより講師料・旅費の支給あり

※次川から新乱に講師を募集する。

議長はこの議案について承認を諮ったところ、満

場一敦で承認された。

第11号議案　各部・各地区報告について

◎部会報告

（小務局）

業務執行理事：福田敏幸　議長の求めにより、資

料に基づき報てlける。
・会員の動静：会員総数　446名

・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。

議長は、入会希望者について承認を諮ったところ、

満場一致で2名の入会が承認された。

（捻務部）

業務執行理事：放鳥正道　欠席

（財務邦）

業務執行理事：金田幹雄　議長の求めにより、資

料に基づき報てlける。
・会費納入について

3月に日放技より請求弓l‡‥送付済。
・会費納入状況（平成27年5月18日現在）

正会日　200名／444名（45．0％）

未納者数：平成26年度：霊名（横閑話等配布の

伴止および会い資格の漉失迎知を発送済）
・各地区及び研究会への経費について

各地区や研究会で掛かった経粥は、本会の覿定に

基づき支給する。

机し、各地区への支給は年冊6万円を上限とする。

今後は地区活動報告書への会計報告の記載は不要

とし、可能な限り立て坪えてもらい、後日沼節と

させていただきたい。

あくまでも技師会の活動としての支給、助成では

ないので認識を改めてもちいたい。
・技価会活動を行った場合は、必ず経邪と旅難の請

求をお願いしたい。

（学術部）

業務執行理事：吉成亀戴．特になし。

（広報邦）

理事：樋口清孝　議長の求めにより報告する。
・あすた－と次川の発行予定日が7月16日粥、原

稿の締切りが7月2日㈱となっているが厳しいの

で2週川位ずらした方が良いとJよう。お盆髄ぐら
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蕎 局 告

いには発行したいと思う。

（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。
・統一講習会等の関係で技師会会月が有利になると

いうことから入会を促進したいと思う。

（企画部）

業務執行理事：小黒　蒲　特になし。

（地域医療対策部）

業務執行理事：小黒　清　特になし。

（女性部）

業務執行理事：柳沢三二朗　特になし。

◎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）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）特になし。

第12号議案　その他（報告事項と確認事項等）
・Ⅹ線発見120周年記念式典・祝賀会に出席（会長、

小繋・牧島・吉成業務執行理事）

秋篠宮妃殿下の紀子さまご臨席（入室前の30

分前から出入り禁止の厳重ぶり）

祝賀会では塩崎厚生労働大臣のご挨拶もあり盛

大であった。
・日本診療放射線技師会第76回絵会に出席（小黒・

牧島・吉成業務執行理事）

役員の報酬についての話があった。
・業務拡大に伴う統一講習会

（∋通常講習会（受講実績に係わらず実施）

（卦静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会受講

修了者を対象とした講習会

③注腸Ⅹ線検査臨床研修統一講習会受講修了者を

対象とした講習会

④②の静脈注射＋③の注腸検査講習会受講修了者

を対象とした講習会

開催時期は北関東地域の会長と教育委員で相談中で

ある。

注腸検査の講師は、那須中央病院須田富仁会員と

菅聞記念病院内田新也会員2名の他、他県より2

名に手伝いを依頼し4名とする。

会場は濁協医科大学病院を予定（第3土曜日とその

翌日の2日間）しているが、第3土曜日にこだわら

なければ国際医療福祉大学でも良いか？（未定）

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27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。

講長：神山辰彦　閉会を宣し、午後8時5分散会

した。

乎彪7年度諾姻　盟等重義等忍（抄）】

日　時二平成27年6月27日出　午後5時20分 

場　所：栃木県捻合文化センター　第1会読室（控室） 

出席者：（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、柏崎克彦 

樋口清孝、寺島洋一、斉藤　稔、須藤昌彦、斎藤早苗、池田卓義、佐藤祐二 

三原健二、市川和秀 

（監事）茂木常男、神山辰彦 

開会の経過

本理事会は理事全員の同意があったので、召集の

手続きを経ることなく闘催する。

理事：柳沢三二朗　闘会を二i●i：する。

のごり二道により選出することになっており、二Jl二道の紡

果、理事小黒清が議長を務める。

議長：小黒　清　本日の理事会は法定数を満たし

たのでイJ‾効に成立した旨をてIJ・げ、瀧小録作成人に即

事牧島正道、議事録著名人に監事茂木常男、神山辰

代表即串等選定の臨時到帥会の議長は、出席到排　　彦を折名する。
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第1号議案　代表理事並びに業務執行理事の選任に

ついて

譲長：小黒　清　先程の第91回総会において、

平成27年度・28年度の理事16名、監事2名が選

任された。理事、監事の任期は、本日6月27日よ

り平成29年度の定時絵会までの2年間となる。た

だ今より、理事16名の中から、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、鑑務部

長、財務部長、学術部長）を互選により選任する。

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、それぞれ本人が就任を承諾した。

代表理事　　（会　長）小黒　清

業務執行理事（副会長）柳沢三二朗

（副会長）福田敏幸

（常務理事）牧島正道

（絵務部長）須藤昌彦

（財務部長）金田幹雄

（学術部長）吉成亀蔵

議長：小黒　清　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91回総会にて選

任結果を報告する。

第2号議案　その他

議長はその他について諮ったところ、特になかっ

た。

議長は、本日の平成27年度第2回理事会（臨時）

において、代表理事及び業務執行理事全員が就任に

ついて同意したこと確認し、午後5時30分散会した。

平成粥度那国　史等重義等痘（抄）】

日　時二平成27年8月28日軸　午後6時30分　　場　所：凋協医科大学病院　放射線部会議室 

出席者：（理事）小異　清、柳沢三二朗、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、吉成亀歳、柏崎克彦 

樋口清孝、寺島洋一、斉藤　稔、須藤昌彦、池田卓義、佐藤祐二、三原健二、市川和秀 

（監事）茂木常男、神山辰彦 

欠席者：（理事）斎藤早苗 

開会の経過

定刻に至り、議長小黒清　開会を宣する。

議長：小黒　清　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池田

卓義が選任された。また、議事録著名人は本会定款

第34条の規定により、会長小黒清、監事茂木常男、

監事神山辰彦が選任された。

第1号議案　平成27年度第1回理事会議事録、第2

回理事会議事嶺の承認並びに会長報告

議長：小黒　清　平成27年度第1回理事会議事録、

第2回理事会議事録の承認を求める。

議長は平成27年度第1回理事会議事録、第2回

理事会議事録承認について諮ったところ、満場一致

で承認された。

議長：小黒　清　第2回理事会（6月27日）以

降の動きについて、資料に基づき報告する。

6月認日（日）フレッシャーズセミナー（栃木県

稔合文化センター）24名参加

7月　8日㈱　役員変更登記申請（宇都宮地方法

務局）

7月14日㈹　第2回業務執行理事会（済生会宇

都宮病院）

8月25日㈹　労働保険の保険関係設立手続等に

ついて労働局担当職員訪問（本会

事務所）

8月28日（封　第3回理事会（凋協医科大学病院）

第2号議案　平成27・28年度地区幹事、地区連絡

員、緊急連絡網の確認について

譲長：小黒　清　平成27・28年度の地区幹事、

地区連絡員、緊急連絡網について、資料に基づき報

告する。

議長：小黒　清　議長小黒　清　平成㌘・28年
度地区幹事、地区連絡員については、地区理事に確
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語を取り、配布した名簿のとおり決定したので協力

しながら会務に当たっていただきたい。

緊急連絡網については、電話番号等に間違いが無
いか確認していただきたい。

議長：小黒　清　理事、監事のメールアドレスの
一覧表も合わせて作成していただきたい。

業務執行理事：牧島正道　承知した。

確認の結果、訂正箇所が致カ所あることから、事

務局で修正し再配布することとなった。

第3号議案　基礎講習会（乳房）について

議長：小景　清　基礎講習（乳房）については、

栃木県の担当で開催することとなっているが、平成

27年10月25日（日）に濁協医科大学を会場に開催を

準備している。参加申込者が20名以下の場合は開

催しない。

議長は、基礎講習会（乳房）の開催について暴認

を諮ったところ、満場一致で承認された。

第4号議案　兼務拡大に伴う統一講習会の開催につ

いて

議長：小黒　清　診療放射線技師法の改正に伴い

技師の業務が拡大されたことに伴う統一講習会につ

いて、別紙資料のとおり、栃木県においては平成

27年9月19日・20日の2日間で濁協医科大学を会

場に開催する。受講定員は咲）名で、既に日放技の

ホームページから受講受付を開始している。また、

平成28年1月10日・11日に第2回目の開催を予

定している。

業務執行理事：柳沢三二朗　非会員の受講も可能

となっているので、非会員のいる施設の長宛てにこ

の講習会の趣旨と受講を促す案内文書を送付しては

どうか。

議長：小黒　溝　良い案と思うが、栃木県だけの

問題ではないので、日放技からの統一した文書を作

成してもらえないか相談してみることとする。

業務執行理事：福田敏幸　来年度からはどのよう
に開催する考えか。

議長：小黒　清　大学等の教育棟閑において、業

務拡大に伴う部分の教育が実施されるのが来年度に

入学する学生からとなるため、最低でも現在の1年

生が卒業する翌年度までは開催していく必要がある

と考える。また、栃木県の会員が450名であり、開

催1回あたりの受講定員が00名であることから、

会員450名全月の受講と非会員が受講することも考

えれば、毎年2回ずつは開催していくこととなる。

議長はこの議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　平成27年度第2回卒後教育講座の開

催について

理事：寺島洋一　議長の求めにより、平成27年度

第2回卒後教育講座について、資料に基づき報告する。

日時：平成27年10月31日仕）

場所：県立がんセンター講堂

15：00～（14：30受付）

内容：講演1「一般撮影での患者異常時移動の注

意点・撮影、ポジショニングでの注

意点」

講師　自治医科大学附属病院

リハビリセンター室長

講演2「ガドリニウム造影剤の安全性・新

しい治験（ガドビスト）について」

講師　エーザイ株式会社

平成27年度第2回卒後教育講座の開催後、第4回

理事会を開催する

議長はこの議案について承認を諮ったところ、満場
一敦で承認された。

第6号譲案　各部・各地区報告について

◎部会報告

（事務局）

業務執行理事：放鳥正道　議長の求めにより、資

料に基づき報告する。
・会員の動静：会員総数　457名

・資料のとおり、新入会希望者が11名。入会を認

めて良いかお諮りしたい。

議長は、入会希望者について承認を諮ったところ、

満場一致で11名の入会が承認された。

（捻務部）

業務執行理事：須藤昌彦　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（平成27年8月27日現在）正会員

321名／457名（70．2％）

未納者致：平成26年度：12名（機関誌等配布

の停止および会員資格の喪失通知を発送済）
・各地区及び研究会への経費について

各地区や研究会で掛かった経費は、本会の規定

に基づき支給する。

但し、各地区への支給は年間6万円を上限とす

ー37－



局 告

る。今後は地区活動報告書への会計報告の記載

は不要とし、可能な限り立て替えていただき、

後日清算とさせていただきたい。
・技師会活動を行った場合は、必ず経費と旅費の請

求をお願いしたい。

（学術部）

業務執行理事：吉成亀歳　議長の求めにより、資

料に基づき報告する。
・講師等謝礼金支払基準は、JARTの基準に準ずる

ものとする。

（広報部）

理事：樋口清孝　議長の求めにより報告する。
・あすた－との今後の発行時期は8月発行とする。

次号は12月16日発行（107号）で今後は学術的

な発行をしていきたい。

（組績部）

理事：柏崎克彦　議長の求めにより報告する。
・今後はHPを有効活用していきたい。あすた－と

1～37号を掲載したい。HPのサーバー容量が不足

してきているため、現在の20GBから60GBへ増設し

たい。

議長はHPの容量を20GRから（氾鎚へ容量を増設

する案について、承認を諮ったところ、満場一敦で

承認された。

（企画部）

理事：三原健二　特になし。

（地域医療対策部）

業務執行理事：福田敏幸　議長の求めにより報告

する。
・平成27年度公衆衛生事業功労者厚生労働大臣表

彰に、野澤幸二前監事を推薦したい。

（JART女性サミット）

理事：斎藤早苗　欠席のため、業務執行理事柳沢

三二朗より報告する。
・11月詣日の北開東女性サミットに参加予定。

◎各地区報告

第1地区（理事　樋口清孝）

来月幹事会を開催し地区の卒後教育講座の予定

を決定する。

第2地区（業務執行理事　金田幹雄）

来月幹事会を開催し地区の卒後教育講座の予定

を決定する。

第3地区（理事　池田卓義）

来月幹事会を開催し地区の卒後教育講座の予定

を決定する。

第4地区（理事　三原健二）

第1回卒後教育講座を9月3日佐野市民病院で

開催予定。

第5地区（理事　斉藤　稔）

第1回卒後教育講座を11月11日自治医大で開

催予定。

議長：小黒　清　9月末までに2回／年のスケ

ジュールの決定をお願いしたい。

第7号議案　その他（朝告事項と確認事項等）
・ネパール災害募金に技師会より1万円の寄付を行っ

た。

・労働保険の保険関係の成立手続等に伴う事業場訪

問の実施について、8月25日本会事務所にて、栃

木労働局の労働保険適用指導員から「労働保険制

度及びその手続き」について説明を受け、本会の

対応として、1週間の労働時間を20時間以下に抑

えて労働保険のみ加入することとする。
・理事会開催に伴う交通費について、高速道路利用

等については、理事会にて出張旅費親程を改正す

るなど、対応を検討する。

議長は、その他について諮ったところ特になく、以

上本日の議案が、満場一致にて承認されたことを確

認した。

議長は、本日の平成㌘年度第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：小黒　清　閉会を宣し、午後8時刀分散会

した。
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∴⑳　乎彪7年度別剋　遥尋重義毒感触　】

日　時：平成27年10月31日比）午後5時30分　　場　所：栃木県立がんセンター3階　講堂 

出席者：（理事）小異　清、牧島正道、金田幹雄、吉成亀蔵、柏崎克彦、寺島洋一、斉藤　稔 

須藤昌彦、佐藤祐二、三原健二、市川和秀、斎藤早苗 

（監事）茂木常男、神山辰彦 

欠席者：（理事）柳沢三二朗、福田敏幸、樋口清孝、池田卓義 

開会の経過

定刻に至り、議長小黒清　開会を宣する。

議長：小黒　清　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三原

健二が選任された。また、議事録著名人は本会定款

第別条の規定により、会長小黒清、監事茂木常男、

監事神山辰彦が選任された。

第1号議案　平成27年度第3回理事会議事録の承

認並びに会長報告

議長：小黒　清　平成27年度第3回理事会議事

録の承認を求める。

議長は平成27年度第3回理事会議事録承認につ

いて諮ったところ、満場一致で承認された。

議長：小黒　清10月2日に宇都宮にて行われ

た茂木敏充衆議院議員の勉強会（宇都宮政策研究会

フォーラム）に参加し、あぜもと将吾氏の秘書から

支援を要請された。日本診療放射線技師連盟栃木支

部長は、神山監事から私（小異清）に変更、手続

きが完了し、12月7日旧）「あぜもと将吾を囲む会」

を日本診療放射線技師連盟として予定している。日

本診療放射線技師連盟への支援をすることについて

は、絵会で承認を得ているので、今後あぜもと将吾

氏に関しての情報が入り次第、会員に提供して支援

をお願いする。3月の研究会、また、その後の会に

おいてもお願いをすることとする。

第2号議案　業務拡大に伴う統一講習会について

議長：小黒　清　第1回業務拡大に伴う統一講習

会を平成27年9月19日出～9月20日（日）凋協医科

大学120番教室にて実施し、受講者43名に認定バッ

ジと修了証書を発行した。第2回は平成28年1月

10日伯）～1月11日的）濁協医科大学にて開催予定、

参加者が20名に満たない場合は、静脈注射（針刺

しを除く）を追加する。12月20日までホームペー

ジにて募集する。

日放技からは、20名に満たない場合は全員参加

に切り替えてよい、という許可を貰っている。11

月20日の時点で参加者が20名に満たない場合は、

日放技へ連絡し、ホームページ上の募集を「全会員」

に変更する。その場合は事務局より案内を発送する。

第3号議案　基礎講習（乳房）の開催報告

（学術部）

理事：吉成亀戴　議長の求めにより報告する。
・平成27年10月25日田）濁協医科大学120番教室

で開催された。

受講者41名（県外者は0、非会員3名）で終了した。

請長：小黒　溝　来年は血管造影を予定している。

第4号議案　第2回、第3回卒後教育講座開催に

ついて

（学術部）

理事：吉成亀戴　議長の求めにより報告する。
・第2回は、平成27年10月31日出県立がんセンター

講堂において

講演I「ガドリニウム造影剤に関する最新の話題」

講師：エーザイ株式会社

画像診断領域プロダクトマネージャー

村上　聡先生

講演Ⅱ「こんな時どうする？」
～放射線検査時の移乗・移動～

講師：自治医科大学リハビリテーションセンター室長

金子　操先生

参加者48名で終了した。
・第3回は、平成28年3月6日（日）濁協医科大学閑

湊ホールにて開催を予定。医療事故調査制度におけ

るAI関連の講演を予定、特別講演としてあぜもと

将吾氏に来て貰えるか確認する。

第5号議案　第5回理事会の開催について

議長：小黒　請　平成乃年1月21日㈹18：30～

濁協医科大学病院にて開催する。

3月の理事会まで期間が空いてしまうので1月に

開催することとした。
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第6号議案　出張旅費規程の改定について

（鎗務部）

理事：須藤昌彦　議長の求めにより資料に基づき

報告する。
・高速道路その他の有科道路の通行料や駐車料金の

支給に関する規定を追加した。（資料参照）第5

条に「その他の費用」を追加、5・6を新たに追

加した案を作成した。

議長はこの議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7号議案　各部・各地区報告について

（1）部会報告

（事務局）

理事：放鳥正道　議長の求めにより、資料に基づ

き報告する。
・会の動静：会員絵数　459名（10／乃現在）

・資料のとおり、新入会希望者が6名。入会を認め

て良いかお諮りしたい。

議長は、入会希望者について承認を諮ったところ、

満場一致で6名の入会が承認された。

（絵務部）

理事：須藤昌彦　特になし。

（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（平成27年10月15日現在）

正会員396名／460名（86．1％）

平成26年度の正会員未納者数が6名いる。再請

求するが、来年3月31日までに会費納入されな

ければ、2年未納のため除籍処分とする。

・卒後教育講座等における非会員の参加費について。

非会員とは、本会に入会していない診療放射線

技師とし、他職種の方は一般県民として、参加費

は徴収しないこととする。これまで定義が曖昧で

あったため、これを明確にした。

・技師会活動を行った場合は、経費と旅費の立替え、

その後請求をお願いしたい。

（学術部）

理事：吉成亀戴　議長の求めにより報告する。

・来年3月に行われる第11回学術研究発表会につ

いて。

演題募集の協力をお願いしたい。

（広報部）

理事：樋口清孝　欠席のため、理事金田幹雄より

報告する。

・会誌107号について

12月16日発行予定、12月2日原稲′切り。

（組織部）

理事：椙腑克彦　特になし。

（企画部）

理事：三原健二　議長の求めにより報告する。

・第3回卒後教育講座の時にパネル展示をしては

どうか、という意見が会員から寄せられたので検

討している。パネルは一般向けであり会員向けで

はないこと、また、内容が既に古いものとなって

しまっていることなどの意見があり、第3回卒後

教育講座においてのパネル展示はしないこととし

た。さらに、賛助会員に何か展示、あるいはパン

フレット配布、ランチョンセミナー等、今後検討

してはどうか、との意見が出された。

（地域医療対策部）

理事：市川和秀　議長の求めにより報告する。

・県南健康福祉センター所長表彰に2名・栃木健康

福祉センター所長表彰に2名の推薦をした。

（JART女性サミッり

理事：斎藤早苗　議長の求めにより報告する。

・11月28日北開東女性サミットの理事会に参加予

定、後日報告する。

（2）各地区理事報告

1地区（理事　樋口清孝）

欠席のため理事吉成亀蔵より報告。第1回卒後

教育講座を12月18日、第2回を2月19日に予定。

2地区（理事　斎藤早苗）

第1回卒後教育講座を11月7日、第2回を2

月6日に予定。

3地区（理事　池田卓義）

欠席のため議長小異清より報告。第1回卒後教

育講座を12月1日、第2回を2月3日に予定。

4地区（理事　三原健二）

第1回卒後教育講座は9月3日に終了、第2回

を1月30日に予定。
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5地区（理事斉藤　稔）

第1回卒後教育講座を11月11日、第2回を2

月4日に予定。

議長：小黒　清　既に開催した地区は速やかに報

告書を提出していただきたい。

理事：金田幹雄　地区研修報告書を新たに作成し

た。各地区の研修会報告は次回からこの雛形を使用

していただきたい。また、領収書も作成したので、

非会員には参加費3，（伽円を徴収して領収書を渡し

ていただきたい。

第8号議案　平成28年度事業計画について

理事：吉成亀戴　議長の求めにより報告する。

平成為年度予定カレンダーの作成。資料に基づ

き、平成28年度の予定、会場等について説明。

議長：小黒　清　各地区理事は年2回行われる各

地区卒後教育講座の来年度の日程を来年4月28日

の第1回理事会迄に決めておいていただきたい。

第9号議案　その他（報告事項と確認事項等）

監事：神山辰彦（資料）あぜもと将吾氏へのご

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、

本日の議案がすべて承認されたことを確認した。

議長は、平成27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：小黒　清　閉会を宣し、午後7時16分散

会した。

▲⑳　乎彪7年度諸相　遡諾重態等強く抄）】

日　時：平成28年1月21日㈹　午後6時30分　　場　所：猫協医科大学病院　2階放射線部前会議室 

出席者：（理事）小黒　清、柳沢三二朗、福田敏幸、牧島正道、金田幹雄、吉成亀歳、柏崎克彦 

樋口清孝、寺島洋一、斉藤　稔、須藤昌彦、池田卓義、佐藤祐二、三原健二 

市川和秀、斎藤早苗 

（監事）茂木常男、神山辰彦 

開会の経過

定刻に至り、議長小黒　清　開会を宣する。

議長：小黒　清　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樋口

清孝が選任された。また、議事録著名人は本会定款

第34条の規定により、会長小異　清、監事茂木常男、

監事神山辰彦が選任された。

第1号議案　平成27年度第4回理事会議事録の承

認並びに会長報告

議長：小黒　清　平成27年度第4回理事会議事

録の承認を求める。

議長は平成27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：小黒　清11月22日（日）平成27年度全国

会長会議が国立京都国際会館にて開催された。報告

は会誌に掲載されているので一読いただきたい。12

月7日的）あぜもと将吾を囲む会が東京プリンスホテ

ルにて開催された。既にメールで配信しているが、

本会理事全員には日本診療放射線技師連盟への入会

をお願いしたい。各都道府県で任意後援団体「あぜ

もと将吾を支える診療放射線技師の会」を設立する

ことになり、栃木県では支部長　小異清、副支部長

福田敏幸、柳沢三二朗、吉成亀蔵、幹事長　金田

幹雄、副幹事長　須藤昌彦、事務局長　牧島正道、

事務局次長　柏崎克彦、女性部長　斎藤早苗、青年

部長　寺島洋一、青年副部長　池田卓義で組織した

い。

議長は「あぜもと将吾を支える診療放射線技師の

会」の設立及び組織構成の承認について諮ったとこ

ろ、満場一敦で承認された。
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第2号議案　第11回学術研究発表会と第3回卒後

教育講座について

理事：吉成亀戴　配付したタイムテーブルを確認

していただきたい。演題数が多く、各休憩時問は若

干短くなっている。学術奨励賞は会員発表から1題、

学生発表から1題を学術部で選考する。

議長：小黒　清　各メーカーにはパンフレット・

カタログの配布用に長机を用意する。配布を希望す

るメーカー（賛助会員）は1月29日睡ほでに本会

事務所まで連絡するよう案内した。

畳はランチョンセミナーとして2社（東芝メディ

カルシステムズ、シーメンスヘルスケア）から計

120個の弁当を用意してもらい、畔元将吾氏、各メー

カーに講演いただく。なお、弁当の整理券は受付時

に希望を確認し、先着100名として配付する（理事

の弁当分を除く）。案内は抄録集に記載する。

第3回草後教育講座では「医療事故調査制度にお

けるAiの役割」を樋口清孝先生に講演いただく。

理事：吉成亀戴　当日の役割分担表は配付した資

料を確認いただきたい。学術研究発表会の開催報告

は池田卓義理事、事後教育講座の開催報告は佐藤祐

二理事が行う。

理事：金田幹雄　プロジェクターの操作等につい

ては濁協医科大学病院の杉岡芳明氏に協力をお願い

したい。

理事：吉成亀裁　準備品については気づいた物を

リストアップしたので確認いただきたい。受付表（会

員用、非会員用、演者用）、会場内の貼り付け用紙

はこちらで用意する。なお、会場までの案内掲示物

については金田理事にお願いしたい。

議長：小黒　清　横断幕と垂れ幕は牧島理事から

原塙をいただき、こちらで発注する。

理事：金田幹雄　スライド関係の用具はこちらで

準備する。会旗も事務所から持ってくる。

理事：柳沢三二朗　参加証を準備するので、必要

な方には受付時に配付する。

議長：小黒　清　当日の集合時間は7時30分と

する。但し、遠方から来られる理事は可能な範囲で

対応して欲しい。

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。

第3号議案　第2回業務拡大に伴う統一講習会に

ついて

議長：小黒　清1月10日（臥11日田）、第2回

業務拡大に伴う統一講習会が終了した。第1回とあ

わせて、県内では約100名の診療放射線技師が受講

したことになる。未受講者には今後の講習会に参加

するよう呼びかけて欲しい。

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。

第4号議案　技師会所属研究会活動状況について

議長：小黒　清　マンモグラフイ研究会について

は休止状態であることを承知いただきたい。

理事：福田敏幸　消化管撮影研究会については代

表世話人青山良英氏より連絡があり、引き続き栃木

県診療放射線技師会の中で活動していきたいとの意

向を確認した。そこで、研究会開催案内を技師会会

員に行うこと、終了後は報告書を提出することを申

し入れた。

議長はこの議案について議場に諮ったところ、満

場一敦で承認された。

第5号議案　企画部活動案について

議長：小黒　清　企画部の活動については啓蒙活

動、イベントセミナーを企画、検討することである。

来年度の事業として、新潟県診療放射線技師会で行っ

ている「技師長サミット」を本県でも開催したい。

企画部は配付した開催案を叩き台に検討し、次回の

理事会で再提案して欲しい。

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。

第6号議案　各地区表彰状況について

理事：福田敏幸　栃木県保健福祉部より平成27年

度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰に

は前監事の野澤幸二氏、平成27年度公衆衛生事業功

労者日本公衆衛生協会会長表彰には吉原淳一氏が決

定したとの連絡があった。その他の公衆衛生大会表

彰の受賞者は配付した資料で確認いただきたい。

理事：柳沢三二朗　これまでの栃木県診療放射線

技師会の足跡として受賞者をホームページ上で公表

してはどうかとの提案が会長よりあった。なお、個

人の足跡を掲載するのではなく、あくまでも各年度

の受賞者が一覧で閲覧できるものを考えている。

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。

第7号議案　終身会員資格について

議長：小黒　溝　日本診療放射線技師会の会費終
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身免除者は、5万円を納付することで本会の会費も

免除し終身会員とすることについて意見を伺いたい。

なお、この制度の目的は会員数の維持である。

監事：神山辰彦　県内には日本診療放射線技師会

の会費終身免除者はいないのではないか。また、日

本診療放射線技師会でも見直しを検討しているので

はないか。

議長：小黒　清　日本診療放射線技師会の動向を

考慮しながら継続して検討したい。

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。

第8号請藁　各部・各地区報告について

⑳各部報告

（事務局）

理事：放鳥正道　事前に配付した事務局報告は本

日配付した事務局報告に差し替えて欲しい。

会月の動静は1月20日現在、会員総数4日名である。

新入会希望者4名（配付資料にある氏名を一部変更）

の入会許可をこの議場で諮りたい。

議長はこの新入会希望者4名の入会許可について

議場に諮ったところ、満場一致で承認された。

理事：放鳥正道　退会者は1名であり、既に退会

届が提出されている会月は5名である。

罷災証明書（9月の大雨による住居損壊）が1件提

出されたので、規程に則り見舞金を支給する。

（稔務部）

理事：須藤昌彦　特にない。

（財務部）

理事：金田幹雄　会費納入状況については資料の

とおりである。平成26年度の会費未納者は1名とあ

るが、入金が確認できたので未納者はいない。

第31回日本診療放射線技師学術大会で演題発表し

た7名に参加登録費分の助成を行った。

技師会活動を行った場合は、必ず経費と旅費の請

求をお願いする。

（学術部）

理事：吉成亀戴　来年度に開催する第1回卒後教

育講座のテーマについて意見を伺いたい。

議長：小黒　清　まずは学術部として年3回行う

卒後教育講座のメインテーマについて検討して欲し

い。

理事：吉成亀戴　来年度の学術研究発表会につい

て、今年度と同様にランチョンセミナーを企画する

のであれば、メーカー側には早めに依頼する必要が

ある。

議長：小黒　清　学術部で候補とするメーカーを

挙げて欲しい。

今年度の学術研究発表会における学術奨励賞で、

賞状と副賞の準備はどうなっているか。

理事：金田幹雄　副費はこちらで準備する。

監事：神山辰彦　賞状は昨年度使用した用紙があ

るので、こちらで準備する。会の印鑑は当日準備し

て欲しい。

（広報部）

理事：樋口清孝　学術研究発表会抄録集の原稿締

切日を2月3日鮒とする。発行は2月24日㈱を予定

している。

次回のあすた－と発行は4月を予定しており、原

稿締切日は4月6日鮒とする。

議長：小黒　清　会誌の発行は12月であるが、新

年号として1月に変更できないか。

理事：樋口清孝　年1回発行なので年末号でも、

新年号でも作業的には変わらない。

議長はこの会誌発行月の変更について議場に諮っ

たところ、満場一致で承認された。

（組織部）

理事：柏崎克彦　特にない。

（企画部）

理事：三原健二　新潟県で行っている「技師長サ

ミット」の状況を知りたい。

議長：小黒　清　状況が確認できたら報告するの

で、企画部で検討して欲しい。

（地域医療対策部）

理事：市川和秀　第6号議案の内容と重複するので、

部からの報告はない。

（JART女性サミッり

理事：斎藤早苗　平成為年度関東甲信越診療放射

線技師学術大会の2日目（5月15日午後）に予定さ

れている女性活躍推進法の企画に各県より1名ない

し2名の手伝いを依頼されている。当日は小堀康子

氏と一緒に2名で参加するが、小堀康子氏は委員と

しての任期が終了するため、その後継者としてもう1

名の協力をお願いしたい。なお、2月中旬までに決定

したい。

議長：小黒　清　各施設で声をかけていただき、

協力してくる女性技師がいれば斎藤早苗理事に報告

して欲しい。

（各地区報告）

第1地区

理事：樋口清孝　2月19日（金、国際医療福祉大学
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にて第2回卒後教育講座を開催する。内容は脳神経

系における読影の基礎を予定している。

第2地区

理事：斎藤早苗　2月6日亡玖濁協医科大学病院に

て第2回卒後教育講座を開催する。内容は前回に引

き続きImageJを用いた実践編を予定している。また、

終了後に情報交換会を予定している。

第3地区

理事：池田卓義　2月3日鮒、済生会宇都宮病院に

て第2回卒後教育講座を開催する。内容は放射線治

療の最新情報を予定している。

第4地区

理事：三原建二1月30日出、足利赤十字病院に

て第2回卒後教育講座を開催する。内容は会員発表5

題を予定している。

第5地区

理事：斉藤　稔　2月4日補、とちぎメディカルセ

ンター下都賀捻合病院にて第2回卒後教育講座を開

催する。内容はトモシンセシスや骨密度測定の機能

を搭載したⅩ線TVシステムを予定している。

議長：小黒　溝　各地区の卒後教育講座の名称に
ついて「平成〇〇年度第〇回第〇地区卒後教育講座」

に統一して欲しい。

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。

第9号議案　その他（報告事項と確認事項等）

理事：金田幹雄　理事会の当日に配付する資料に
ついては、議事録用に一部多く用意してもらいたい。

議長：小黒　清　栃木県が把握している県内の病

院等に勤務する診療放射線技師数は約茄0人（平成

21年）である。法改正に伴う統一講習会を毎年2回（1

回60名）行えば、平成32年までに県内の診療放射

線技師が全員受講を終えるのに十分間に合う。なお、

実際には現在の診療放射線技師敦はもう少し多いと

思われる。

日本診療放射線技師連盟は次回の参議院選挙で栃

木県については1，600票（会員数の約4倍）を目標に

している。学術研究発表会の参加者にはサポーター

登録用紙を配布する。栃木県診療放射線技師会では

あぜもと将吾を支援していくことが捻会で決定して

いるため、各地区の卒後教育講座でも広報してもら

いたい。

理事：柳沢三二朗　来年度の秋に予定していた基

礎技術講習（血管造影検査）の講師が体調不良とな

り、自治医科大学附属病院スタッフでは対応できな

くなった。そこで、足利赤十字病院、那須赤十字病院、

済生会宇都宮病院には対応の可否を検討してもらっ

ている。

議長：小黒　清　濁協医科大学病院でも検討可能

である。

議長はこの議案について議場に諮ったところ、満

場一致で承認された。

議長は、その他について諮ったところ特になく、

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27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。

議長：小黒　清　閉会を宣し、午後8時50分散会

した。

乎彪7報釦回　避等重態等強制　】

日　時：平成28年3月6日（日）午後5時00分　　場　所：濁協医科大学病院　的湊記念ホール会議室 

出席者：（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、柏崎克彦 

寺島洋一、斉藤　稔、須藤昌彦、池田卓義、佐藤祐二、三原健二、市川和秀、斎藤早苗 

樋口清孝 

（監事）茂木常男、神山辰彦 

開会の経過

定刻に至り、議長小黒清　開会を宣する。

議長：小黒　清　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、満場一敦をもって理事斉

藤稔が遺任された。また議事録著名人は本会定款

第34条の規定により、会長小黒清、監事茂木常男、

監事神山辰彦が選任された。
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第1号議案　平成27年度第5回理事会議事鏡の承認

議長：小黒　清　平成27年度第5回理事会議事

録の承認を求める。

議長は平成27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。

第2号議案　会長朝告

議長：小黒　清　資料に基づき報告する。

2月5日　栃木県生活習慣病検診等管理指導協議

会がん検診委員会出席報告（栃木県立がんセンター）

各市町で行われているがん検診の実施状況、方

法、精度管理と今後の展望などについて討議が行わ

れた。

2月13日　上野みちこ新春の集い（宇都宮グラ

ンドホテル）

小黒会長、金田理事が参加した。

集3号請案　平成28年度事業計画（案）と収支予算

（案）について

議長：小黒　清　資料に基づき平成28年度事業

計画について報告する。

議長：小黒　清　平成詣年度（平成盟年4月1

日から平成29年3月31日）は、（1）日本診療放射

線技師会との連携（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28年度関東甲信越

診療放射線技師学術大会（埼玉）への参画（4）栃

木県診療放射線技師会　第12回学術研究発表会の

充実を図る（5）組紙の活性化を図る、の5項目を

重点項目として事業を行う。

事業の詳細計画については、資料を参照いただき

たい。

議長は平成光年度事業計画（案）の承認につい

て諮ったところ、満場一敦で承認された。

理事：金田幹雄　平成為年度収支予算（案）に
ついて資料に基づき報告する。

理事：金田幹雄　平成詔年度予算は、平成27年

度と平成26年度の実績を踏まえて作成した。収入

は会員の増減で変化するため会費収入を増減ゼロで

予算を組んだ。支出は昨年と今年の実績を踏まえ修

正した。

議長は平成詔年度収支予算（案）の承認につい

て諮ったところ、満場一致で承認された。

第4号議案　賛助会員入会について

議長：小黒　清　ホスピタルサプライジャパン株

式会社（Ⅹ線撮影装置等の中古横器買い取り販売会

社）より本会賛助会員への入会申請があった。入会

について問題が無ければ承認いただきたい。

議長はホスピタルサプライジャパン株式会社の賛

助会員としての入会について諮ったところ、満場一

致で入会が承認された。

第5号議案　各部・各地区報告について

（事務局）

理事：放鳥正道　資料に基づき報告する。3月4

日現在の絵会月数は4餌名となっている。転入者1

名、今年度末での退会届提出者が5名、転出者1名

である。また、日本診療放射線技師会への会費免除

申請者が4名いる。内訳は28年度会費免除者3名

と詔年度会費免除1名である。申請理由は、出産

育児のためが3名、長期療養のためが1名となって

おり、いずれも日本診療放射線技師会で承認された

ため、栃木県診療放射線技師会の会費も免除となる。

議長：小黒　清　次回理事会からでよいので、現

在の会員数に加え、前回理事会時からの会員数の増

減を報告していただきたい。

理事：放鳥正道　承知した。

（捻務部）

理事：須藤昌彦　第4回及び第5回業務執行理事

会の議事録を添付したので、ご確認いただきたい。

（財務部）

理事：金田幹雄　資料に基づき報告する。会費納

入状況、正会員461名中朝1名が納付完了し、納付

率は95．7％となっている。賛助会員15社及び広告

料13社は完納している。会費未納者へ本会より2

月8日付で再督促済みである。第11回学術研究会

発表会座長謝礼として、3．（朕）円のクオカードを進

呈した。

技師会活動を行った場合は、必ず経費と旅費の請

求をお願いしたい。尚、決算の都合上、請求は3月

31日までにお願いしたい。

（学術部）

理事：吉成亀戴　今回の学術研究会参加者は、会

員117名、非会員2名、学生22名の合計141名であっ

た。学生の発表者には抄録を無料で贈呈する。非会

員は参加費3，00円で抄録は別途1，000円で販売す

る。今回はパンフレット展示があったことから、参

加受付がわかりにくく、受付しないまま入場する会

員が見受けられたため、次回は受付の表示を大きく

するなど分かり易くするようにしたい。
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来年度のランチョンセミナーは弁当120個とお茶

をコニカミノルタと富士フイルムメディカルにお願

いすることにする。

平成28年度第1回卒後教育講座について、診療

報酬改定についての内容でプラッコ・エーザイ㈱の

内川氏に依頼し調整中である。あとの1演題は、い

ずれかの装置メーカーにお願いする予定である。

（広報部）

理事：樋口清孝　次回「あすた－と」の締め切り

が4月6日㈱となっているので締め切りに間に合う

よう入稿願いたい。

（組織部）

理事：相場克彦　2月29日からホームページの

サーバー容量を咲）鎚に移行した。

譲長：小黒　清　ホームページ管理、製作を依頼

した場合、費用がどれくらい掛かるかを調べていた

だきたい。ある程度の金額であれば、管理の依頼を

考えたい。

理事：柏略克彦　承知した。調査する。

（企画部）

理事：三原健二　技師長サミットについて、開催

日6月4日出15：00から濁協医科大学で開催予定で

ある。県内の会員がいる、主だった施設の技師長あ

て案内状にアンケートを添え、4月の半ばを目途に

発送する。内容は人材育成、新人教育、臨床実習生

の教育についての講演をしてもらう。またメーカー

によりテーマにあった講演をしてもらうことも考え

ている。有意義な情報交換会になるように企画した

い。終了後に理事も含め親睦会の企画も考えている。

また、あぜもと氏を招碑予定である。

（地域医療対策部）

理事：市川和秀　特になし。

（女性サミット）

理事：斎藤早苗　関東甲信越の手伝いで女性技師

の要請がある。

議長：小黒　清　各施設で再度、参加可能な会員

がいるかどうか確認してほしい。

各地区理事活動報告

第1地区

理事：樋口清孝　第2回卒後教育講座を2月19

日に国際医療福祉大学で開催した。内容は頭部読影

の基礎。

第2地区

理事：斎藤早苗　第2回卒後教育講座を2月6日

に濁協医科大学で開催した。

第3地区

理事：池田卓義　第2回卒後教育講座を2月3日

に済生会宇都宮病院で開催した。内容は放射線治療

校器の最新情報。

第4地区

理事：三原健二　第2回の卒後教育講座を1月

30日に足利赤十字病院で開催した。一般演題発表

形式で実施した。

第5地区

理事：斉藤　稔　第2回卒後教育講座を2月4日

下都賀総合病院で実施した。

第6号議案　その他（報告事項と確認事項等）

議長：小黒　蒲　平成28・29年度選挙管理委員

の選出について、現収の杉岡芳明氏（萄協医科大学

病院）、石川明敏氏（済生会宇都宮病院）、佐藤宏氏（栃

木県立がんセンター）の3氏を再任としたいので承

認いただきたい。

議長は選挙管理委員の再任について議場に諮った

結果、満場一致で杉岡芳明氏、石川明敏氏、佐藤宏

氏の再任が承認された。

議長はそのほかに報告事項及び確認事項がないか

を議場に諮った。

議長：小黒　清　緊急時にメールで賛否を問う場

合、必ず返信メールを送るようにしていただきたい。

理事：福田敏幸　日本診療放射線技師会認定の被

ばく相談員として栃木県から3名が認定されてい

る。認定者に対して所属と氏名を日本診療放射線技

師会のホームページに掲載してよいかの問い合わせ

があった。掲載された場合、認定者個人に直様質問

が行く可能性がある。

現在、栃木県診療放射線技師会の相談窓口は事務

所となっているので、課題が残る。

議長は、その他について諮ったところ特になく、

以上本日の議案が満場一致にて承認されたことを確

認した。

議長は本日の平成27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。

議長：小黒　清　閉会を宣し、午後6時38分散

会した。
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