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平成30 年4 月（第 1 回）理事会議事録
開催日時：平成30年4月18日（水） 18：00～
場 所：茨城県診療放射線技師会事務所
出席：理事 長谷川 光昭，川又 誠，
小原 孝夫，村木 一夫，仲田 智彦，
沼尻 俊夫，野澤 哲也，宮本 勝美，
水木 一弘，村中 博幸，根本 宏之，
舘野 誠，井上 博昭，阿部 八千代,
山下 ひろみ，波多野 浩嗣
監事：横田 浩，守田 美和子
委任：鈴木 達也，川村 拓，梶山 裕晃
欠席：なし
議長 ：長谷川 光昭
書記 ：川又 誠
【定数確認】
事務局より、理事16名の出席と委任者3名
が確認され、定款により本理事会が成立する
との報告があった
【報告】
【１】 日放技・北関東地域報告 横田監事
6 月 23 日（土）に行われる被ばく低
減セミナーの参加をお願いしたい
【２】 会長報告 長谷川会長
・第 3 回筑波大学・茨城県立医療大合同公
開講座 2/18
・平成 29 年度県知事・保健福祉部長表彰
保健福祉部長表彰：
仲田 智彦、山下ひろみ，
県知事表彰：
服部 一宏
・日放技 業務拡大に伴う統一講習会 2/11
・12 茨城県立医療大学 39 名の受講で
あった
・茨城県立医療大学卒業式 3/15 長谷川
・つくば国際大学卒業式 3/16 水木理事
・CoMSEP 外部評価委員会 3/17 長谷川
・つくば国際大学入学式 4/3 長谷川
【３】第35回茨城県診療放射線技師学術大会報
告 長谷川会長 3/4 参加者174名(会員
158名 非会員5名 学生11名)で例年同様
であった 市民公開講座 茨城新聞は100

名の参加者と報告
公開講座の内容として医療に関係なくと
も少し知名度のある講師をお願いしてい
きたい
研究会の委員長の交代があった
新委員長 MR 本元、治療研究会 鈴木
放射線管理委員会 千木崎
被ばく低減 杉山
【４】 日放技 講習会 予定 長谷川会長
フレッシャーズセミナー：5 月 20 日（日）
茨城県立医療大学 講師は昨年同様で行う
基礎講習 MRI：7 月 8 日（日）つくば国際
会議場
統一講習会について 7 月 15 日、16 日
水戸赤十字病院 決定 会場役員 石森教
育委員 阿部理事 鈴木副会長 野澤理事
・10 月 13 日、14 日 未定 県西か県北
・2 月 10 日、11 日 未定 県西地区、
県立医療大学 or つくば国際大学を予定
【５】 読影の補助に関する講習会 村木常務
理事 資料の説明 平成29年度は７回開
催した 平成30年度も同様に行っていく
【６】 環境放射線部の運営について 沼尻
理事 規約作成を行い業者との契約
がすっきりし、運営がよくなった
技師会の収入があまりないので新
規開拓をしていきたい 業者の１
社から返信がなく困惑している
【議事】
【１】 第 34 回日本診療放射線技師学術大
会（山口大会）9/21・22・23
参加登録をお願いしたい
【２】 平成 30 年度関東甲信越診療放射線
技師学術大会（新潟）6/30・7/1
演題は 70 題集まった 参加登録を
お願いしたい
【３】 平成 29 年度会計監査報告 4/16
横田監事
監査からの注意事項として領収の
サインは直筆の徹底をしてもらう
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【４】 平成 30 年度事業計画・予算案
野澤理事
資料の説明未収会費を
会費納入規程の改定に沿って処理
をすることができた延べ 90 人分に
なり、損金を計上できた
予算に関しては前回理事会の通り
変更はなく前年同様の予算を組む
ことができた
平成 29 年度の事業報告(資料)，貸
借対照表，損益計算書，貸借対照表
及び損益計算書の附属明細書，財産
目録に関して承認をしてもらいた
い
承認
【５】 平成 30 年度定時総会・役員改選に
ついて 宮本理事
5 月 27 日（日）10 時から 11 時 開
場 9 時 30 分開場 役員は 9 時集合
例年通り行いたい 総会資料は 5
月 14 日前後に届く予定であるため
委任状の提出までの期間が少ない
役員改選に関して立候補 20 名、監
事候補 2 名で全員適正であり、定
員以内であった
承認
【６】 入退会者について 小原常務理事
資料の説明
入会者： 2 名 （含賛助会員）
退会者：13 名承認
【７】 表彰に関して 山下理事
日放技：30 年 23 名，
50 年 １名， 学術表彰：2 名
県技師会：40 年 10 名程
承認
【８】 その他
役員の執行状況報告 確認
創立 70 周年記念式典について
11 月 3 日(土) 水戸レイクビュー
水戸血管撮影教育セミナーの案内
講師謝礼について資料を検討して
もらいたい 来年度から実施して
いきたい 村木理事
表彰に関して 山下理事

平成 30 年度定時総会
開催日時：平成 30 年 5 月 27 日（日）
場所：茨城県総合福祉会館大研修室
議事：
第一号議案平成 29 年度事業報告
第二号議案平成 29 年度会計報告
第三号議案平成 29 年度事業・会計監査報告
各議案は賛成多数で可決されました
第四号議案

理事及び監事の選任

役員選挙 選挙結果報告
新理事：
川又 誠
水戸済生会総合病院
鈴木 達也
㈱日立製作所ﾍﾙｽｹｱﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
宮本 勝美
筑波メディカルセンター
小原 孝夫
㈱日立製作所 日立総合病院
村木 一夫
茨城県立医療大学附属病院
奥村 英一郎 つくば国際大学
芳賀 良太
白十字総合病院
川村 拓
つくば国際大学
阿部 八千代 北水会記念病院
館野 誠
古河赤十字病院
長谷川 光昭 つだ中央クリニック
沼尻 俊夫
総合病院 土浦協同病院
根本 宏之
茨城西南医療センター病院
野澤 哲也
水戸赤十字病院
山田 公治
茨城県立中央病院
瀬谷 善恭
㈱日立製作所ひたちなか総合病院
鈴木 昭義
総合病院土浦協同病院
水木 一弘
筑波大学附属病院
石森 佳幸
茨城県立医療大学
薗部 純一
茨城県立こども病院
監事：
横田 浩
筑波大学附属病院
守田 美和子 司法書士

平成30年度第 2回理事会
次回理事会 5 月 27 日（日）11：00
出 席 ：長谷川 光昭、鈴木 達也、川又 誠、
小原 孝夫、村木 一夫、野澤 哲也（財務）、
宮本 勝美、阿部 八千代、石森 佳幸、
奥村 英一郎、川村 拓、鈴木 昭義、
瀬谷 善恭、園部 純一、沼尻 俊夫、
根本 宏之、芳賀 良太、水木 一弘
山田 公治、横田 浩（監事）
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委 任 ：館野 誠
欠 席 ：守田 美和子（監事）
議 長 ：長谷 川光昭（会長）
書 記 ：川又 誠
【定数確認】
事務局より、理事 19 名の出席と委任者 1 名
が確認され、定款により本理事会が成立すると
の報告があった
【議事】
【１】平成 30・31 年度役員役割に関して
会長：川又誠
副会長：鈴木達也、宮本勝美
常務理事：小原孝夫、村木一夫
上記の通り新理事より新三役を選出します
その他理事の役割分担に関しては資料を参照
してもらいたい
役割分担に関しては変更も検討していくので
次回の運営会議までに意見をお願いします
【２】技師会スケジュールに関して
資料の表の通りである。追加に関しては、わ
かり次第追加していく
【３】その他
・70 周年記念事業に関して
資料参照 役割分担の案を今後検討
実行委員長を鈴木副会長にお願いする
・新入会に関して 小原常務理事
４名の申請がある
・会費納入規程に関して
小原常務理事
昨年度会費納入規程の改定に関して承認い
ただいたが，当該規程は総会承認が必要で，
今回の総会議案として提出することを失念
していた．今後未収金処理に関しては，「会
費納入規程」の改定を破棄し，改めて「会計
処理規程」を改定し運用の予定たい
次回

つくばピンクリボンフェスティバル
2018 開催報告
日時
場所
参加者

2018 年 4 月 29 日(日)8：00～15：00
つくば国際会議場大ホール
418 名（うち 会員 11 名学生 3 名）

平成30年度フレッシャーズセミナー報告
日時：平成 30 年 5 月 20 日（日）
会場：茨城県立医療大学
参加者：28 名

7 月 11 日（水）18：00 より

第36回茨城県診療放射線技師
学術大会報告
場所：茨城県立医療大学（講義棟）
大会テーマ
「医療画像の 3 次元可視化を目指して
～放射線医療によるチャレンジ～」
学術講演 1 題、教育講演 1 題、市民公開講座 1
題、ランチョンセミナー、一般演題 22 題
参加者：会員158名、非会員5名、学生11名、
市民公開講座：会員51名、市民49名 計100名
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112 講義室

≪ お 知 ら せ ≫
平成30年度読影の補助に関する夜間基
礎講習会（１）
日時：平成30年７月６日（金）
午後7時から午後8時30分
会場：茨城県総合福祉会館 4 階 中研修室
内容：呼吸生理学から考える胸部画像診断
参加費：会員 500 円 非会員 1,000 円
（学生は無料）
参加登録：ＦＡＸまたはメールで，茨城県診療
放射線技師会事務所へ 6 月 29 日(金)までに申
込下さい。メールで申込の際は，「読影の補助
夜間基礎講習参加申込」のタイトルで，氏名，
会員番号，所属，電話番号をお知らせください。
ＦＡＸ：029-244-6767
メール：mailbox@iart-web.org

関東支部学術講演会のお知らせ
日時：平成 30 年 7 月 8 日（日）
13 時から 16 時（受付 12 時半～）
場所：千葉大学けやき会館 〒263-8522 千葉県
千葉市稲毛区弥生町 1-33
参加費：会員 500 円 非会員 1000 円
詳細は関東支部ホームページ
http://jsrt-kanto.org/ でご確認ください
問合せ先： 千葉大学医学部附属病院 放射線部
飯森 隆志 e-mail:iimori@chiba-u.jp
第18回放射線安全講習会開催のお知らせ
日時：平成 30 年 7 月 14 日（土）
13時30分から16時30分（受付13時～）
場所：水戸協同病院 東棟 4 階 講堂
〒300-0015 茨城県水戸市宮町 3 丁目 2-7
参加費：看護師・診療放射線技師（会員）・そ
の他医療従事者・一般の方
無料
診療放射線技師（非会員）
1,000 円
問い合わせ先 水戸赤十字病院 千木崎信介
（shi-chigisaki@mito.jrc.or.jp）
※会員の方は、出席者名簿に会員番号の記載が
必要になります。
会員番号をお控えのうえご出席下さいますよ
うお願い致します。

第18回鹿行心臓イメージング研究会案内
開催日時：平成30 年 7 月 18 日（水）19：00～
場所：鹿島セントラルホテル 新館２Ｆ
内容：一般演題 心臓ＭＲＩの基礎
土浦協同病院放射線部主幹 小松崎哲也先生
特別演題：
「心房細動症候群に対する心臓外科医の挑戦」
昭和大学江東豊洲病院
心臓血管外科教授
山口 裕巳 先生
連絡先：白十字総合病院放射線科芳賀良太
E-mail radiology@hakujyuji.jp

第１回撮影技術研究会講演会のご案内
日
場
内

時：平成30 年 9 月 8 日（土）15 時～16 時
所：水戸済生会総合病院
容：「カセッテＤＲの最新技術」
富士フィルム メディカル(株)
問合せ：筑波メディカルセンター病院
若林亮（TEL029-851-3511）

管理士部会
放射線測定器動作確認のご案内
日 時：平成 30 年 11 月中旬予定
（詳細はホームページを確認してください。）
主 催：管理士部会
問合せ・申込み先 :
恵愛小林クリニック 黒澤 孝幸
℡: 029-263-0651
E-mail：kurosawa@katsujinkai.or.jp

≪ 会 員 動 向 ≫
会員数：693 名
入会：
水木 雅弘
根本 幸一
石川 由希
佐藤 里緒乃
中野渡 滉希
秋山 優姫
秋葉 祐美
再入会員：
石井 満
転入者：
三木 史行
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（6 月 20 日現在）
国立がんセンター中央病院
筑波記念病院
平間病院
友愛記念病院
筑波大学附属病院
水戸協同病院
総合病院 土浦協同病院
常陸大宮済生会病院
永井ひたちの森病院

