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≪平成 24 年 10 月第 2 回理事会議事録≫
開催日時：H24 年 10 月 10 日（水）18：00～
場 所：茨城県放射線技師会事務所
出 席：横田浩、長谷川光昭、鈴木達也、
小原孝夫、會澤敏広、川又誠、坂井朋夫、
川村拓、舘野 誠、田中信一、山下ひろみ、
水木一弘、野澤哲也、波多野浩嗣、
広瀬和夫、村木一夫
委任者： 平井 正幸、仲田智彦
議 長：横田 浩、書 記：長谷川光昭
出席理事 18 名（会議開始時点 13 名）委任 1
名で理事会開催規定を満たすことが宣言さ
れ、議事に入った。
【議事】
【１】会長報告
①H24 年度全国会長会議 （9/29 名古屋）
・9 月現在の会員数は 28,707 人、前年が 28,597
人だから若干だが増えている。今年度から、
新潟の橋本理事が入会促進担当となった。
各県で協力して欲しい旨依頼があった。
・データベース委員会は今年から小川副会長
が担当となった。前システムが壊れかけた
ので、開発途中ながら早急に新システムへ
移行せざるをえなかったので、多数の不具
合が出て会員に迷惑をかけたが、徐々に整
備されている。
・以前に理事に意見をお願いした看護師の特
定医療行為について、特に返答がなかった
ので横田私見を返答した。各県からの意見
を取りまとめて日放技の意見として提出し
た資料が示された（資料 1）。
・静脈注射（針刺し除く）講習会については、
募集を開始してすぐに定員になる県と、定
員にならずに開催を検討する県があるとの
報告があったので、茨城の場合はすぐに定
員となり申込みを締め切られたので、同じ
施設で大人数にならないように配慮して欲
しい旨を本部にメールしたが返答がなく、
違うアドレスに再度メールしても返答がな
い旨を報告した。今後対応を考えるが、現
在応募を締め切っている県はこのまま開催
するとの事なので、開催県を優先して欲し
いと要望した。
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・次回、第 29 回大会は平成 25 年 9 月 20～22
日に島根県で、第 30 回大会は H26 年 9 月 19
～21 日に大分県で開催する事が決定した。
第 29 回大会は、参加費 8,000 円、情報交換
会費 7,000 円で開催する事が了承された。
・7 月より、日放技の会員は全員が障害責任保
険に加入される事になった。加入手続およ
び保険料払込みは日放技が行うので、会員
になれば自動的に保険に加入となると報告
があった。詳細はネットワークナウ 10 月号
と日放技 HP にあるが、インフォメーション
等で広報したい。
・会員カードを改訂して全会員に発行するこ
とになったとの報告があった。
②南関東・北関東地域合同拡大会長・
教育委員会議（10/5 栃木県総合文化センター）
・H25 度関東甲信越学術大会は、H25 年 6 月 29・
30 日に横浜情報文化センター他で開催する。
予算の関係で会場が３会場になるとの事。
H26 度関東甲信越学術大会は、茨城の担当と
なる事で承認された。H26 年 6 月の開催を予
定すると報告した。
会場は、筑波国際会議場を予定している。
大会テーマ・ポスター写真・教育講演・
特別講演・シンポジウム等について、理事
で案を出して欲しい。6 月の横浜大会で大会
テーマとポスターを公開する予定。
・基礎講習「MR」を H25 年 1 月 20 日に茨城県
総合福祉会館で開催する。来年度は「核医
学」を開催して欲しい旨を依頼され了承し
た。CT 基礎講習は、認定機構と共催できな
い場合は開催しないと話したが、栃木で CT
基礎講習を予定する事となった。
・平成 23 年度関東甲信越大会（山梨）の参加
者総数は 371 名、情報交換会 162 名との報
告があった。
③第 28 回日本診療放射線技師学術大会におい
て大森雄大氏（日立総合病院）が大会優秀
賞を、また、H24 年度関東甲信越診療放射線
技師学術大会において茨城県放射線技師会
乳腺委員会の新嶋綾氏（日立総合病院）が
学術奨励賞を受賞した。
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④名誉会員である矢代 進氏がお亡くなりに
なられた。名誉会員についての慶弔規定は
ないが、お悔やみ(2 万円)を送る。【承認】
⑤来年度 65 周年となる。県技師会の会員名簿
を作成する。会員番号、氏名、施設名、施
設住所、電話番号を掲載するが、事前に掲
載辞退者、施設登録がない会員の自宅住所
等掲載依頼について調査する。 【承認】
【２】予算総会、市民公開講座について
（鈴木副会長）
H25 年 3 月 3 日に茨城県立医療大学で H25 年度
予算総会にあわせて市民公開講座を茨城県立
医療大学の窪田教授にご講演していただく。
また、同日午後は医療情報管理士から医療情
報精度管理士への移行講習会を予定している。
移行を希望する会員は受講してほしい。また、
25 年度各部、委員会・研究会の予算立ては 12
月中に行い提出、1 月から予算案を作成する。
【承認】
【３】県立医療大との懇談会（村木理事）
①懇談会を 7/18（水）の県立医療大学実習病
院連絡会議の後に開催した。
技師会集積者：横田、鈴木、川又、村木（司
会、進行）
大学出席者：阿部、森、佐藤、川村（初期）
茨城県放射線技師会より、日本放射線技師
会並びに茨城県放射線技師会の動向について
説明した。茨城県立医療大学より、地域貢献
事業は、医療大学佐藤教授と技師会被曝低減
委員会で X 線装置の精度管理について研究を
行っていく方向である。大学院の入学生は他
領域に比べると少ない。希望者がいる施設で
は進学の支援をお願いする。昨年度の就職状
況は県内定着率 30 数％と低い結果であったが
今年度は 6 割程度の学生が県内就職を希望し
ている。また、国家試験の新卒の合格率は過
去最高の 94.4％であった。次回の懇談会は 1
月 16 日（水）を予定している。
【承認】
また、読影に関する講習会を 10/13(土)16 時
から開催するので多数参加してほしい。
【４】技師会誌「ときわ」について
（小原常務理事）
「ときわ」47 巻を 12 月発行予定である。内
容は、理事会議事録、第 30 回学術大会抄録等
のほか、ソフトボール大会（6 連覇の日立チー
ムに寄稿していただく）、公益社団法人とし
て今回は、医療大学の佐藤教授に、県民向け
の放射線に関する内容を執筆していただく。

会員より掲載したいものがあったら連絡して
ほしい。インフォメーションは 11 月・1 月発
行予定である。
【承認】
【５】 老人ホーム慰問・ソフトボール
（波多野理事）
老人ホーム慰問の骨密度測定機器の借用に
ついて今回より借用料 25,000 を払う。【承認】
【６】 ピンクリボンフェスティバルの
放射線展について（坂井理事）
10 月 13 日にイーアスつくばの 3Ｆで開催す
る。午前中にＷａｌｋ．午後に放射線展を開
催する。パネル、ポスター等展示。参加者は
技師会ユニホームを着用する。
【７】 女性サミットについて（小仁所理事）
10 月 20 日・21 日東京で日放技女性サミッ
トが開催されるので出席する。女性の技師が
増えてきているのでイベント、会議等に県内
女性技師は積極的に参加してほしい。
【８】 講演依頼
日本消化器がん検診学会関東甲信越支部超音
波研究会が 3 月 24 日つくば国際会議場で開催
されるが後援依頼が来たので後援することに
する。
【承認】
次回第 3 回理事会開催は 1 月 23 日を予定。

≪ お 知 ら せ
１.H24 年度第１回放射線治療

≫

技術研究会開催のご案内
H24 年度、第 1 回放射線治療研究会を下記の要
綱で開催致します。
【日時】H24 年 11 月 3 日(土祝) 14:00～16:30
【場所】つくばセントラル病院 D 館１階
【問合せ】
日立総合病院 井村 0294-23-1111
hidenori.imura.xr@hitachi.com

２．第 89 回

超音波研究会のご案内

深部静脈血栓症の診断に無くてはならない
検査として確立された下肢静脈エコー検査に
ついて、スクリーニングの走査方法にスポッ
トを当てた内容を企画いたしました。
日 時：H24 年 11 月 9 日（金）18:30～20:30
会 場 ：水戸済生会総合病院 丹野ホール
問合せ：超音波研究会 増田光一
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３．第 2 回乳腺研修会のご案内
下記の日程にて『第 2 回乳腺研修会』を開
催致します。今回は、ポジショニングとデジ
タルの管理について実習形式でより実践的な
講義を行う予定です。参加希望の方は下記申
込先までメールにてご連絡ください。
日 時：H24 年 11 月 17 日（土）13:30～16:45
会 場：つくば総合健診センター 5 階
定 員：20 名程度（要事前申込）
申 込 先：ibaraki.mmg@gmail.com
筑波大学附属病院 放射線部 宮田まで

４．見学会及び意見交換会のご案内
聴覚障害者の皆さまに安心して放射線検査
を受けていただき、良い検査を行うために「放
射線科見学・意見交換会」を企画しました。
日時：H24 年 11 月 18 日(日)午後 2 時～4 時半
「夜間休日出入口」より入ってください。
集合場所：水戸赤十字病院 災害医療研修室
＊事前申込みが必要です。
≪問合せ先≫茨城県放射線技師会
中野 FAX 029-244-6767

《 行 事 報 告 》
１．H24 年度フレッシャーズセミナー
開催報告
昨年より日本放射線技師会と共催しており
ます「フレッシャーズセミナー」を、７月 8
日（日）に茨城県立医療大学で開催しました。
会員・非会員をあわせ 19 名の新人の参加が
ありましたが、医療人としてだけでなく社会
人としても大事な一般常識を学べて良かった。
放射線業務を行うに当たって基本的な事を理
解できた。日本放射線技師会や認定資格制度
について良く知らなかったので参加して良か
った等々の感想があり、満足頂ける内容であ
った事が伺えました。

５．放射線測定器動作確認のご案内
毎年実施しております放射線測定器動作確認
を、今年も下記のとおり実施いたします。希
望される方は、メールにてご連絡ください。
日時：平成 24 年 11 月 25 日（日）9 時より
場所：茨城県立医療大学 実習棟 2
放射線管理学実験室
連絡締め切り：平成 24 年 11 月 11 日（日）
【連絡先・問い合わせ】
筑波大学附属病院 平野雄二：029-853-3729
E-mail：yhirano@times.hosp.tsukuba.ac.jp

２．『手話講習会』報告

６．第 122 回 茨城県 RI 研究会のお知らせ
下記の要領にて第 122 回 茨城県 RI 研究会
を開催いたしますのでご案内させていただき
ます。
【日 時】 11 月 29 日（木） 19 時～21 時
【場 所】 茨城県総合福祉会館 4Ｆ 中研修室
【問合せ】JA とりで総合医療センター
山下典教:0297-74-5551（内線 1246）
Mail: yamanori@toride-medical.or.jp

日時：H24 年 8 月 26 日（日）10 時～12 時
場所：茨城県総合福祉会館
講師：鯉渕庸子(茨城県聴覚障害者協会会員）
川畑明子（茨城県登録手話通訳者）
参加者： 14 名（会員 12 名、一般 2 名）
今年度も検査時の聴覚障害者とのコミュニ
ケーション方法を中心に学習しました。日放
技のガイドラインに沿った講義の後、参加者
が技師役と聴覚障害者役になり胸部 X 線撮影
をロールプレイしました。実際にやってみる
と、普段の業務では気づかない新たな発見が
ありました。また、筆談の方法や、言葉の選
び方など、より具体的な内容も色々と教えて
いただきました。日常の業務で聴覚障害者と
出会う機会は少ないですが、違う文化を知る
貴重な機会だと思いますので、まだ受講され
ていない方はぜひご参加下さい。（文責中野）
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フルート演奏、横田会長のギター弾き語り、
フラマナ研究会のフラダンス、輪投げゲーム
でした。また、スプレールみのりのスタッフ
の方々と入所している方のご家族のカラオケ
などもあり、昨年とは一味違った余興となり
ました。老人ホーム慰問で余興する方を募集
しております。是非、参加をお願い致します。

５．ソフトボール大会

３．第 4 回茨城放射線腫瘍研究会学術講演
会報告
平成 24 年 9 月 8 日（土）つくば国際会議場
において開催いたしました。今回は一般演題
として 13 題、シンポジウム 6 題の講演があり
ました。一般演題では、放射線治療装置の修
理・故障事例報告や IMRT のセットアップ・体
動の影響による報告。メタストロン初期経験、
サイバーナイフ導入紹介、病棟・リンパ浮腫
外来との連携など多岐にわたる報告がありま
した。シンポジウムは「後悔しない機器更新」
というテーマで、県内治療施の治療装置設満
足度調査や各社治療装置導入ユーザーの立場
から発表があり、各社の導入して良かった機
器、あまり活用できていない機器など、今後
の機器更新に参考となる内容でした。
参加者数 101 名（内診療放射線技師 23 名）。

H24 年 10 月 8 日、田野市民運動場
今年は、予約の都合で 3 連休の最終日となっ
てしまいましたが、６チームが参加してもら
いました。前日の雨で、グランドのコンディ
ションはあまりいい状態ではありませんでし
たが、怪我人もなく無事終了しました。
結果：1 位 日立総合病院 B、2 位 水戸済生会
総合病院、3 位 土浦協同病院

≪全会員加入型診療放射線技師賠償責任
保険について≫
日本診療放射線技師会では会員の皆さまに、
少しでも安心して職務を行える環境づくりの
一環として、平成 24 年 7 月 1 日より「診療放
射線技師賠償責任保険」を全会員に付保する
こととなりました。この制度は、(日放技)に
入会すると自動的に診療放射線技師賠償責任
保険に加入となる制度です。任意で加入され
ている保険とは保障内容が異なりますので詳
細は（日放技）HP をご覧ください。まだご存
じない会員や、本会に未入会の皆さまにも、
ぜひお知らせしていただければ幸いです。

《 会 員 動 向 》
１．会員数… ６６９名 （2012.10.23 現在）
２．入 会
石川 愛
県北医療センター高萩協同病院
永山 卓史 県北医療センター高萩協同病院
内田 和仁 土浦協同病院
椎名 文哉 (株)日立製作所
ひたちなか総合病院

４．老人ホーム慰問
H24 年 9 月 17 日養護老人ホーム「スプレール
みのり」にて、超音波骨密度測定と余興を行
いました。水戸済生会総合病院の藤田さんと
JA とりで総合医療センターの鶴巻さんによる

会員の登録内容変更は、日本放射線技師会ホ
ームページから変更手続きをお願致します。
施設変更・自宅住所変更・名前変更・所属技
師会変更。 （転勤された時も同様です）
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