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会長就任にあたって
会長
長谷川 光昭
ＪＡ茨城県厚生連県北医療センター高萩協同病院
平成 25 年度定時総会において、役員候補者全員が平成 26・27 年度
の新役員として承認されました。直ちに第 1 回理事会が開かれ、決議
によって横田浩前会長の後任として 2 年間、会長職を担うことになり
ました。4 年前、インフォメーションの横田前会長の就任挨拶の中で、
会員が激減していることに触れられておりましたが、この 4 年間で会員数の増加傾向が
みられるようになってきました。このことは横田前会長はじめ役員のご努力の成果、会
員の皆様のご協力の賜物と考えております。会長並びに執行部が替わったことによって、
また会員が減ってきたよね！などと言われないよう、頑張っていきたいと思います。な
にとぞよろしくお願いいたします。 日本診療放射線技師会の平成 26 年度のスローガン
は「国民・医療者と協働し、質の高い医療を提供しよう」です。厚生労働省の進めてい
るチーム医療の推進をまさに表したスローガンです。さらに、日本診療放射線技師会は、
このチーム医療を目指すためには現行の医師法、診療放射線技師法等すべての法律を改
正する必要があると考えており、医療職能団体と連携しながら改正に向けた事業を展開
していくとのことです。また、それによって拡大する診療補助業務に対応するため、生
涯教育制度を充実しています。 本会においても技師法改正、さらに広告のできる認定、
専門技師制度構築、診療報酬に診療放射線技師の仕事が反映される活動については、日
本診療放射線技師会と協力して進めてまいります。生涯教育に関しては、各研究会・委
員会が熱意を持って開催している研究会・講習会に加え、読影補助に関する講習会を毎
年 2 回開催しております。平成 26 年度は第 1 回として 11 月 8 日（土）に茨城県立医療
大学にて駒澤大学の吉川宏起教授が主催するフォーシーズンフォーラムと共催で開催す
る予定です。6 月 1 日に開催したフレッシャーズセミナーは参加者 32 名と今までになく
多く、新人の診療放射線技師が医療人として診療放射線技師としての基本的なことを学
ばれたと思います。参加者へのアンケート調査結果からも好評であったことが伺え、参
加者全員の入会を期待しております。また、環境省からの委託事業「福島県外における
住民の個人被ばく線量把握事業」も正式にスタートし、茨城県においても数多くの会員、
ご家族の皆様の協力が得られました。この事業の成果が放射線被ばくに不安をもたれて
いる国民の一助となることを期待しております。今後とも会員の皆様のご協力、ご助言
を仰ぎながら、会務をすすめ、幾ばくかでもこの会を発展させていきたいと考えており
ます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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平成 26 年 5 月（第 1 回）理事会議事録

平成 25 年度定時総会

開催日時：H26 年 5 月 25 日（日）10：30～
場 所 ：茨城県診療放射線技師会事務所
場所：茨城県総合福祉会館
出 席 ：長谷川光昭、鈴木達也、小原孝夫、
議事
川又 誠、宮本勝美、舘野 誠、梶山裕晃、
川村 拓、水木一弘、村木一夫、根本宏之、
第一号議案平成 25 年度事業報告
仲田智彦、野澤哲也、會澤敏広、 波多野浩嗣、
第二号議案平成 25 年度会計報告
小仁所圭子
第三号議案平成 25 年度事業・会計監査報告
監事
横田 浩
第四号議案 定款の一部改定について
委任者
沼尻 俊夫、山下 ひろみ、
細越 光夫、村中 博之
第五号議案 その他
議 長 ：横田 浩（新役員選出のみ）
役員選挙・選挙結果報告
長谷川 光昭
以上全ての議案は賛成多数で承認されました。 書 記 ：鈴木 達也
第四号議案定款一部改定について
出席理事 16 名、委任 4 名で理事会開催規程を
満たすことが宣言され、議事に入った。
下記の二重下線の個所を変更し、予算に関し
【議事】
ては、理事会の承認で執行できるよう変更致
【１】平成 26 年度・27 年度役員選出（議長を
します。
横田前会長代行）
① 総会での理事、監事選挙結果を受け、
現状：
当選者にて理事会を開催。会長、副会
「第３７条 この法人の事業計画書、収支予
長、常務理事を選出した。
算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載
② 立候補者なし。
した書類については、毎事業年度の開始の日
③ 会長 長谷川光昭、副会長 川又 誠、
鈴木達也、常務理事 小原孝夫、村木
の前日までに、会長が作成し、理事会の決議
一夫を全会一致で選出
を経て、総会の承認を受けなければならない。
総会に報告のため、一次理事会を中断。
これを変更する場合も同様とする。」
【２】今期理事の役割分担について（長谷川）
変更：
① 長谷川会長より素案提示
② 一部修正し、別紙１のように決定した。
理事会の承認を受けなければならない。
【３】平成 25 年度の会計監査の際の監事から
また、役員選挙がおこなわれ下記の理事が信
の指摘事項について（川又）
任されました。続いて行われた理事会により
① 別紙２の「技師会会計監査報告」の内
会長、副会長、常務理事が決まりました。
容について議論。
② 来年度の予算案を、11 月までに作成
会長：長谷川光昭
することを決定。
副会長：川又 誠、鈴木達也
③ その他の事項については次回理事会
常務理事：小原孝夫、村木一夫
で議論とする。
理事：會澤敏広、山下ひろみ、梶山裕晃
【４】平成 26 年度読影の補助講習会について
① FS(フォーシーズンズ)フォーラムと
川村 拓、小仁所圭子、館野 誠
の共催とする。
仲田智彦、沼尻 俊夫、根本宏之
② 平成 26 年 11 月 8 日（土）場所は県立
野澤哲也、波多野浩嗣、細越光夫
医療大学で開催する。
③ 茨城県診療放射線技師会会員から講
宮本勝美、水木一弘、村中博幸
師 2 名を選出する。
監事：横田 浩、田尻明裕
別紙３により上記の経過説明あり．その
取り扱いについては次回理事会にて検
討する。 次回 7/9（水）とし閉会した。
日時：平成 26 年 5 月 25 日（日）
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第 126 回 茨城県 RI 研究会開
開催報告

ピン
ンクリボンフ
フェスティバ
バル 2014 開催報告
開

平成 26 年 5 月 22 日（木）茨城
城県総合福祉
祉会
館において
て、開催しま
ました。参加
加者は 25 名（会
員 12 名、非会員 13 名）でした
た。
「みんな気
気になる臨床症例」は
は、多岐にわ
わた
るもので、
、普段目にすることの
のない症例ば
ばか
りでしたのでとても興味深いものでした。
「スキルアップ講座」ですが、こちらは今
今年
度より RII 研究会で計
計画したもの
ので、力を入
入れ
ていくプロジェクトです。目的
的は臨床にお
おけ
る核医学技
技術の向上と質の高い
い診療情報の
の提
供するための知識、技術につい
いて参加者間
間で
共有することです。今後、核医
医学技術の基
基礎
から応用までを領域ごとに分け
けて開催して
てい
きます。皆
皆さまのご参加をお待
待ちしておりま
す。（柳澤
澤 尚史）

昭和の日）に
に茨城県診療
療放射線技
4 月 29 日（昭
師会
会の共催で開
開催されました。今年
年は、10 周
年記
記念フェスティバルと して企画さ
され、途中
TX に 1 駅乗り込んで電車
車内をピンク
クで埋め尽
くし
したりして、
、ピンクの T シャツを着
着た約 600
名の
の参加者が春
春のつくば路
路を歩きました。
ピン
ンクのハート型の風船
船をたなびか
かせ横断幕
を持
持っての乳がん検診受
受診を訴える
るウォーク
は、
、たいへん注目され、 大きな啓発
発効果が得
られ
れました。午後には、 ノバホール
ルでの講演
会・オーケストラの演奏
奏会が開かれ
れ、橋本県
知事
事がお祝いにかけつけ
けてくださる
る中、盛大
に終
終了しました
た。技師会からは 7 名の会員が
名
早朝
朝より開催準備、ウォ
ォークに参加
加し、フェ
ステ
ティバルの成
成功に大きく貢献され
れました。
小仁
仁所圭子 坂井朋夫

第 10 回放射線安
安全講習会
会開催報告

≪

日
ひたちなか総
総合
平成 26 年 6 月 14 日（土）、ひ
病院 講堂にて放射
射線管理委員
員会主催の放
放射
線安全講習会を開催
催しました。参加人数は
は技
師会員 5 名、非会員
1 名、看護
名
護師 8 名でし
した

お

知

ら

せ ≫

第１０回『
第
『鹿行心臓イ
イメージン
ング研究
会』開催の
会
ご案内
日時
時：平成 266 年 7 月 3 日
日（木）18:50～
場所
所：鹿島セン
ントラルホテル新館２F
【一
一般講演】
「医
医療被曝と放
放射線技師の役割について」
【特
特別講演 1】
「C
Catheter abblation in Asahi Gen
neral
hos
spital 安全
全を考えた 113 年間の歴
歴史」
国保
保旭中央病院
院 循環器内科
部長佐藤 寿俊 先生
生
【特
特別講演 2】「IVUS ガイ
イド PCI」
府中
中恵仁会病院
院心臓血管病
病センター附属・イ
メー
ージング研究
究所 所長 本江純子
子先生
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『 Quiet MR Imaging』・『 SILENT SCAN』
●19：45～ 特別講演
※参加費：500 円
※磁気共鳴専門技術者(5 単位)認定
茨城県ＭＲ技術研究会委員長
砂森 秀昭

第 18 回『常陸水戸画像診断研究会』
開催のご案内
日時：H26 年 7 月 5 日（土曜日）14：00～
会 場：水戸済生会総合病院 丹野ホール
年会費：医師 \1,000・技師その他 \500
【特別講演】
『大動脈ステントグラフト治療の最前線』
水戸済生会総合病院循環器内科山田典弘先生

撮影技術研究会講演会のご案内

第 5 回『放射線治療技術研究会』開催
のご案内
テーマ：
「茨城県内放射線治療施設における Daily QA」
日時：2014 年 7 月 12 日(土)14：00～17：00
会場：東京医科大学茨城医療センター

日 時：平成 26 年 9 月 6 日（土）15 時～
場 所：ひたちなか総合病院
会 費：500 円（会員）1,000 円（非会員）
テーマ：読影補助、撮影技術向上への取り組
みについて
内 容：①会員報告 3 演題
検診胸部の一次読影について・Ｘ線単純撮影
のテクニック～整形領域～ 他
②胸部領域のＣＡＤについて
問合せ：結城病院 早川 聖治

放射線治療室（東館地下 1 階）

≪ 会 員 動 向 ≫

内容：1．ELEKTA AXESSE の装置立ち上げ、
2．実機を用いた精度管理のデモンストレーシ
ョン、3．茨城県内施設の Daily QA
会費：会員 ￥500問い合わせ先

非会員 ￥1,000-

筑波大学附属病院 小林大輔

『放射線検査のための手話講習会』開催
のご案内
日時：平成 26 年 8 月 6 日（水）18 時 00 分～
場所：土浦協同病院

管理棟 2Ｆ

会議室

会費：無料、対象：会員外も参加可能です。
講習内容：
1．病院における聴覚(コミュニケーション)障
害への対応、2．簡単な手話

2014.6.29 現在
１．現在の会員数…………… 660 名
２．入 会
滝本 雄一
木根淵外科胃腸科
堀江 佑来
小山整形外科
小瀬 絵里 (株)日立製作所日立総合病院
津田 啓介
つくば国際大学
田代 和也
筑波メディカルセンター
坂井 広伸
土浦協同病院
山本 将平
土浦協同病院
３．再入会
鈴木あゆみ
茨城県立中央病院
関原博俊 東京医科大学茨城医療センタ―
会員の入会・登録内容変更は、日本診療放射
線技師会ホームページから手続きをお願致し
ます。

講師：茨城県聴覚障害者協会講師を予定
問い合わせ先：おおたしろクリニック 中野恵
TEL：0294-22-8800

第 1 回『ＭＲ技術研究会』開催のご案内
テーマ：「静かな MRI」と「Ai」
日時：平成 26 年 8 月 29 日（金） 18:30～
場所：水戸プリンスホテル 2 階会議室
●18：30～ 情報提供
『 ガドリニウム造影剤の最新情報 』
●18：45～ メーカー講演

≪編集後記≫
健康維持のため、勤務先の野球チームに所
属し、毎週土曜日の朝 7 時から部活動気分で
練習しています。終わった後の爽快感はくせ
になります。ただ、体の衰えには勝てず、筋
肉疲労のケアは欠かせません。今年も全国高
校野球選手権茨城大会が始まりますが、甲子
園行きの 1 枚の切符をつかむのはどこでしょ
うか？毎年楽しみにしています。
編集委員 佐々木
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