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平成 26 年 7 月（第 2 回）理事会議事録
開催日時：平成 26 年 7 月 9 日（水）18:00～
場所：茨城県診療放射線技師会事務所
出席理事 19 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。
１．会長報告 資料に基づき報告
 H26 年度日本診療放射線技師会定時総会
 平成 26 年度第 1 回日本診療放射線技師会北
関東地域拡大会長、教育委員合同会議
 女性理事の女性サミットの代表に 1 名選出
した。 山下理事
 本部理事会報告 資料に基づき横田北関東
理事より報告 20 代の退会者が多い。
 フレッシャーズセミナーの参加者の各県技
師会での入会率を出す年度末に調べる
２．関東甲信越学術大会報告
鈴木実行委員長より報告
３．今期理事の役割分担の確認
長谷川会長
資料に基づき各理事の役割確認
各理事より自己紹介を兼ね役割の再確認
 長谷川会長より
 各理事の役割に関して前任者からの引き継
ぎをしっかり行ってもらいたい。
 地区会の役割を考えていく。
 ピンクリボン担当
小仁所理事に加えて山下理事を追加。
 日放技の被ばく事業を長谷川 健氏へ。
【議事】
１．平成 26 年度の事業確認
 今後の理事会開催予定 年 4 回
 7 月：各理事の役割確認
 11 月 26 日(水)予定：各研究会からの予算・
事業を審議する。県福祉会館 小研修室
 1 月 16 日：各研究会からの予算・事業を承
認する。
 4 月：定時総会の確認をする。
 インフォメーション 年 4 回発行
7 月・10 月・1 月・4 月の月初め
前月の 20 日までに小原常務理事に記事を
提供する。

発行責任者：長谷川光昭 編集水木一弘








ときわ発行 11 月の発行予定
地区会の今後について
長谷川会長・地区会担当と活性化を考える
9 月：
ソフトボール大会 7 日(日) 場所 田野球場
老人ホーム慰問 15 日(月) 敬老の日
日本診療放射線技師学術大会（大分）
10 月：日放技表彰推薦 運営会議で案を
11 月：知事賞・保険福祉部長賞推薦を決め
る。運営会議で案を
レントゲン週間 放射線展 日放技とタイ
アップして行う。
理事の方で出られる方は参加を
基礎技術講習 乳房撮影
乳腺委員会で計画中
2 月：県の学術大会開催
承認

２．役員選任規程・会計処理規程・組織運営規
程の一部改定について
 小原常務理事より
 会員の新入会者 13 名の報告
資料参照
承認
 役員選任規程 資料に基づき説明
 役員選任規程・地区割りの内容に関して
賛成多数で承認
 会計処理規程 資料に基づき説明
賛成多数で承認
 組織運営規定 資料に基づき説明
第 2 条 役員選任規程に変更
賛成多数で承認
３．その他
 小原常務理事より
 お願い
・公益社団法人茨城県診療放射線技師会の役
割について
資料を参照
・公 1 地域貢献に関する事業が不足等
・公 2 セミナー等による放射線に関する研修
 村木常務理事より
県立医療大学との懇談会 7 月 30 日
読影の補助 11 月の予定
 次回日程 11 月 26 日（水）とする。
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＊各研究会報告＊
≪第 99 回

超音波研究会報告≫

開催日時：6 月 26 日(木)
開催場所：水戸済生会総合病院 丹野ホール
各施設から基本設定・腹部領域・血管領域につ
いてご講演頂いた。今回は日常で多用されてい
るカラードプラについて，その基本的な設定方
法から実例における工夫等幅広い内容となっ
ており超音波を始めたばかりの初心者の方か
らベテランに至るまで、改めて確認し直す有意
義な会となった。参加者：32 名＜文責藤咲賢＞

General hospital -安全を考えた 13 年間の歴
史-」。府中恵仁会病院心臓血管病センター付
属イメージング研究所の本江純子先生に「IVUS
ガイド PCI」を御講演いただきました。

≪第 18 回常陸水戸画像診断研究会報告≫
開催日時：7 月 5 日(土)14：00～17：15
開催場所：水戸済生会病院丹野ホール
参加者 47 名（会員 10 名、医師 13 名、他 24 名）
症例報告が 4 例、ワークステーションによる手
術室での画像支援の構築。特別企画は東芝メデ
ィカルシステムズ株式会社による新技術講演
だった。特別講演として水戸済生会病院循環器
内科 山田 典弘先生による「大動脈ステント
グラフ治療最前線」をお話しいただいた。

≪鹿行心臓イメージング研究会開催報告≫
開催日時：7 月 3 日(木)
開催場所：鹿島セントラルホテルにおいて開催
し、医師、看護師、診療放射線技師等 30 名(会
員：9 名、非会員：21 名）
一般講演として茨城県立こども病院の薗部純
一先生に「医療被ばくと放射線技師の役割につ
いて」、特別講演として、国保旭中央病院の佐
藤寿俊先生に「Catheter ablation in Asahi

≪第５回放射線治療技術研究会開催報告≫
開催日時：7 月 12 日(土)（2014 年度 第 1 回）
開催場所：東京医科大学茨城医療センター
参加者：会員 29 名，非会員 14 名
今回のテーマは“茨城県内放射線治療施設にお
ける Daily QA”でした。今後は Daily のみなら
ず Weekly、Monthly、Annual QA と継続的に研
究会を行い県内放射線治療施設の QA 標準化を
目標に頑張っていきたいと考えます。
（報告：筑波大学附属病院小林）
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≪放射線検査のための手話講習会報告≫
日時：8 月 6 日(木)，18 時 00 分～
場所：土浦協同病院 管理棟
参加者：33 名（会員 26 名 非会員 7 名）
第５回手話講習会を開催いたしました。
講師よりお話・簡単な手話を練習・想定実技
を行いました。
ろう講師よりパワーポイントを使って聴覚障
害やコミュニケーション障害についてお話が
あり、続いて簡単な手話を練習、後半は胸部 X
線撮影や受付等を想定した実技を行いました。
伝えよう、理解しようという気持ちを基本に、
表情や身振りを豊かにすることが大切、挨拶だ
けでも手話を使うことで聴覚障害者は安心で
きるとのことでした。

林先生から Ai について講演して頂いた。いず
れの内容もとても分かりやすく有意義であっ
た。次回来年２月頃につくば国際会議場を予定
している。（報告者：砂森）

≪老人ホーム無料検診と慰問報告≫
9 月 15 日(月)，社会福祉法人 若葉会
養護老人ホーム スプレールみのり
7：00 から骨密度の検査, 9：30 より敬老会が
開会して長谷川新会長の挨拶の後、 技師会の
余興(弾き語り・フルート演奏・椅子ヨガ) つ
くば国際大学の診療放射線学科のマジックサ
ークルによるマジック、スプレールみのり職員
によるカラオケが続き、毎年恒例の輪投げゲー
ムの後、川又副会長の挨拶にて今年の老人ホー
ムの検診と慰問は終了いたしました。

≪MR 技術研究会報告≫
開催日時：8 月 29 日(金)，18:00〜21:00
開催場所：水戸プリンスホテル
参加者：会員 40 名，非会員 16 名
テルモ(株)から造影剤の副作用についての講
演で始まり、メーカー講演は、静かな MRI につ
いて GE とシーメンスの 2 社から講演頂いた。
又、会員講演では筑波メディカルセンターの小

≪

お

１．第 101 回

知

ら

せ

≫

超音波研究会のご案内

日時：平成 26 年 10 月 8 日（水）18:30～
会場：筑波学園病院
テーマを“症例から学ぶ”と題し定期的に症例
検討会の企画をたてています。明日からの業務
に直結するような内容を予定しております。
問合せ：水戸済生会総合病院
放射線技術科 三村竹彦 TEL:029-254-5151
内線 1512 Mail: sany530@gmail.com

２．第 6 回『乳腺研究会』開催のご案内
日時：平成 26 年 10 月 24 日（金）18:45 より
場所：つくば国際会議場 201 会議室
会費：会員 500 円 非会員 1,000 円
【特別講演】
『乳腺診療に活かすエラストグラフィの基礎』
筑波メディカルセンター乳腺科 梅本剛先生
問合せ：筑波大学附属病院 宮田真理子
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３．放射線測定器動作確認会のご案内
日時：平成 26 年 11 月 2 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 参加費：無料
平成 26 年度放射線測定器動作確認会を、今年
も実施いたします。線量の測定は１年以内にチ
ェックをした測定器で行うこととされていま
す。この機会に放射線測定器をお持ちいただき、
動作確認をしてみて下さい
連絡締め切り：平成 26 年 10 月 13 日（月）
【参加申し込み・問合せ：FAX または E- mail
でお願いします】FAX：029-853-3658
E-mail：hirano@times.hosp.tsukuba.ac.jp

４．聴覚障害者についての講習会および放
射線科見学・意見交換会のご案内
日時：平成 26 年 11 月 8 日（土）13：30 より
場所：土浦協同病院健康管理センター
※駐車場は第 3～第 5 駐車場をご利用ください。
聴覚障害者の方々に安心して放射線検査を受
けていただきより良い検査を実施する為に、障
害者を理解し意見交換を行いともに考えよう
というものです。今回は人間ドックでの対応方
法について考えます。

５．チーム医療の推進について
第１回読影の補助に関する講習会
日時：平成 26 年 11 月 8 日（土）14 時より
場所：東京医科大学茨城医療センター・多目的
ホール． 参加費：500 円
チーム医療の実現の前提となる各医療スタッ
フの知識・技術の向上,複数の職種の連携に関
する教育・啓発の推進等の取組の一環として,
読影の補助に関する講習会を実施いたします。
今回は，ＦＳ（フォーシーズンズ）フォーラム
研究会との共催となります。

６．消化管撮影研究会講演会のお知らせ
日時：平成 26 年 11 月 27 日（木）19 時より場
所：筑波メディカルセンター，TMC ホール
参加費： 会員 500 円 非会員 1,000 円
お問い合わせ先 筑波メディカルセンター
放射線技術科 竹林浩孝 TEL 029-858-2733
消化管撮影に関する講演会を開催いたします。
テーマ：「消化管撮影のさらなる精度向上を目
指して」東京都がん検診センター 消化器科
入口陽介先生 皆様のご参加をお待ちしてお
ります。

第 33 回 茨城県診療放射線技師学術大
会の開催および演題募集について
日時：平成 27 年 3 月 15 日（日）
会場：茨城県立医療大学
演題申込先：茨城県診療放射線技師会事務所
members@iart-web.org
演題申込締切り：平成 26 年 12 月 12 日（金）
茨城県診療放射線技師会 学術部

≪基礎技術講習会「乳房撮影」≫
日時：平成 26 年 11 月 29 日（土） 8:30～17:25
場所：茨城県立医療大学 145 講義室
受講料：会員 3,000 円 非会員 10,000 円（た
だし確認試験料 1,000 円を含む）
申込み方法などの詳細につきましては、JART の
HP 上で公表される予定です。

≪CT 研究会で演題を募集≫
平成 26 年 12 月 5 日(19:00～) 日立総合病院，
2 月 28 日(14:00～) 筑波メディカルセンター
にて CT 研究会を開催致します。会員発表とし
て演題を募集致します。テーマは特にありませ
んので，多数の申込よろしくお願い致します。
問合せ：聖麗メモリアル病院 福谷悌和

≪ 会 員 動 向 ≫
１．現在の会員数………… 675 名（9.19 現在）
２．入 会
北見 嘉教 北茨城市立総合病院
高須 淳史 (株)日立製作所日立総合病院
前田 菜月 筑波セントラル病院
比留間一輝 県北医療センター高萩協同病院
鈴木 理紗 県北医療センター高萩協同病院
鈴木 清剛 (株)日立製作所日立総合病院
北島柚衣子 土浦協同病院
鈴木 省吾 ブレインピア南太田
阿部 千紘 土浦協同病院
加藤 尊志 丹野病院
佐藤 裕介 嶋崎病院
増田あずさ 取手医師会病院
海老原仁文 土浦協同病院
市川 飛翔 水戸済生会総合病院
野坂 広樹 日立製作所ひたちなか総合病院
木村 将之 水海道西部病院
小林 史弥 総合守谷第一病院
３．再入会
深谷 元気
協和中央病院
針貝 昇平
協和中央病院
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