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《年頭のごあいさつ》
会長 長谷川 光昭
新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎
えのこととお慶び申し上げます。
昨年は、またしても自然災害に悩まされた年でした。2 月には関東
甲信越で記録的な大雪にみまわれ、私も高萩の職場に行くのに 8 時間
もかかりました。8 月には広島で土砂災害、9 月には御嶽山の噴火で
63 人の死者行方不明者を出しました。東日本大震災から 4 年経ちます
が、これらの災害は、地球がわれわれに警告を発しているかのように
思われてなりません。
さて、本会ですが、昨年は関東甲信越診療放射線技師学術大会を担当し、つくば国際会議場に
おいて、がまの油売り名人の横田浩大会長、鈴木達也実行委員長のもと、会員の皆様の多大なご
協力によって盛会裏に開催することができました。また、各事業部、研究会・委員会活動もほぼ
事業計画どおりに進捗し、公益社団法人としての役割を果たしております。ただ、10 月に県から
本会の遊休財産の保有上限額の超過について解消するよう指導を受けたため、26 年度公益事業
（公 1）を 4 つ追加実施することになりました。3 月 15 日の第 33 回学術大会にあわせ、南雲吉
則先生を講師として招き市民公開講座を開催します。また、医療大学地域医療貢献研究プロジェ
クト「医療用 X 線装置の出力精度管理状況の調査」の研究、小冊子「患者さまのための放射線検
査のご案内」の作成、70 周年記念事業に伴う積立金計上を実施していきます。
昨年6月には診療放射線技師の業務拡大が法的に整備され、すべての診療放射線技師は、講習
会受講が努力義務として課せられます。講習会は、統一されたガイドラインのもと各県技師会が
その役割を果たすことになります。特に若い診療放射線技師で入会していない方がいましたら、
早々に入会することを勧めて頂くようお願いします。また本会では、昨年同様、2回の読影の補
助に関する講習会、5月にフレッシャーズセミナー、放射線展もレントゲン週間のみならずピン
クリボンとの連携で各地区において開催できるようにしていきます。また、日放技の基礎講習は
秋に核医学を開催する予定です。日放技では、厚生労働省の進めている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、改正
に向けて着実に準備を進めています。本会では日放技の地域理事に前横田会長が就任しているこ
とを利点と考え、県技師会の主張や要望を伝えながら、技師法改正、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協力していきます。
今年も、会員の皆様のご協力とご理解をたまわりながら、皆様のご意見、ご希望を反映できる
よう事業を進め、よりよい活動を展開していくよう努力いたしますので、なにとぞ皆様のご協力
をよろしくお願いいたします。
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平成26 年11 月（第 3 回）理事会議議事録
開催日時：平成 26 年 11 月 26 日(水)18：00～
場所：技師会事務所
出席：理事 長谷川 光昭、川又 誠、鈴木 達
也、小原 孝夫、村木 一夫、會澤 敏弘、 梶
山 裕晃、川村 拓、小仁所 圭子、仲田 智彦、
沼尻 俊夫、根本 宏之、野澤 哲也、波多野 浩
嗣、細越 光夫、宮本 勝美、水木 一弘、村中
博之、山下 ひろみ、 舘野 誠
議長：長谷川 光昭 書記：川又 誠
【報告】
【１】会長報告
資料に沿って報告
マニュアルに沿って資料を作成するように
高校での説明会を来年度開きたい。
基礎講習会は、核医学を来年度行う。
追加説明、筑波大学・茨城県立医療大学の合
同公開講座に関して
【２】役員の執行状況報告
定款に沿って小原常務理事より各理事に役員
の執行状況を報告
【３】各研究会・委員会報告
鈴木副会長より活動・予算の説明に関して進
行の仕方を説明。各研究会の執行状況の報告
【議事】
【１】 遊休財産処分対策について
小原常務理事 長谷川会長
公益法人に関して 資料の説明
遊休財産の処分の対応について説明 承認
【２】 規約改正について
・会費納入規程
小原常務理事 資料の説明
賛助会員に関して 年会費を 5 万円とする
仲田理事：賛助会員のメリットに関して
水木理事：広告に協力してくれた企業に案内
を出しては
根本理事：HP での案内をしては、特別に宣伝
はしていかない。賛助会員のメリットを申込
書に記載しておく。
承認
・講師謝礼並びに交通費等支給規程に関して
小原常務理事 資料の説明
特別講師の扱いについて
承認
仲田理事 4 条の 5 宿泊費の上限を決めてお
けばよいのでは 1 万円を上限とする。承認
3 条の 3 講演料本会技師は無給 他県は OK
JART の役員の講師料・交通費に関して確認し
てもらう。

【３】平成 27 年度事業計画・予算案
宮本理事 各部研究会・委員会 暫定資料を説
明 予算と事業を合わせて提出して下さい。
財務で予算をチェック 12 月の運営会議でチ
ェック １月の理事会で承認の予定
承認
【４】表彰について
山下理事：知事賞推薦 神田吉也(取手医師会
病院)・千葉登(筑波大学附属病院)・坂井朋夫
(東京医科大学茨城医療センター)以上 3 名
保健福祉部長賞推薦 中野恵(おおたしろク
リニック)・平井正幸(土浦協同病院)以上 2 名
JART30 年表彰 石川 聡(メディカルコミュ
ニティーマイ)・松本 浩幸(茨城県立中央病
院)・佐藤 実(総和中央病院)・川又 誠(水
戸済生会総合病院)・安藤 桂恵子(水戸済生
会総合病院)以上 5 名
承認
【５】その他
小原常務理事：
「ときわ」来年 50 号特集を組みたい。記事等
の協力依頼
小仁所理事：
来年度のピンクリボンに関しての動向報告
長谷川会長：
次回理事会に関して
新年会を兼ねる。会長よりメール返信
根本理事：
１．研究会案内の雛型の修正に関して ２．
研究会・研修会の他団体（技術学会）主催の
HP 掲載に関して
メーカー主催の研究会に県技師会が共催すれ
ばポイント申請 OK カウントがつくことを案
内文に載せる。1.2．に関して添付ファイルを
追加して最新版を配信する。
承認
3．委員会の議事録に関して
議事録は執行予算と合わせて事務所に提出
山下理事 11 月 16 日に行われた女性サミット
参加の報告

【各研究会等報告】
≪第 100 回超音波研究会≫
開催日時：H26 年 9 月 12（金）18 時 45 分
開催場所：水戸医師会館 1F 講堂
参加者：107 名(内診療放射技師 41 名、会員
30 名、非会員 11 名)
内容：超音波用造影剤 sonazoid の製品説明、
東京都済生会中央病院 放射線科部長 金田
智先生に「腹部エコースクリーニング検査の
役割とテクニック」をテーマにご講演頂きま
した。
（報告者：三村 竹彦）
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≪ 101 回超音波研究
≪第
回
究会≫
開催日時：H26 年 10 月 8 日（水
水）
開催場所：筑波学園病院
員 27 名、非会
会員 7 名）
参加者：334 名（会員
内容：今回のテーマは「症例か
から学ぶ」と
とい
うテーマで
で、各施設から貴重な
な症例を用い
いて
ご講演頂きました。（報告者:飯
飯田 悟）

≪「放射線展
展+ピンクリ
リボン運動」
」≫

≪第 127 回 RI 研究会≫
開催日時：H26 年 10 月 23 日（木
木）19 時～
～
館
開催場所：茨城県総合福祉会館
参加者：会
会員 22 名、非会員 10 名
内容：『み
みんな気になる臨床症
症例 ～副腎髄
髄質
MIBG～』『核医学専門技師試験
験体験談』『
『ス
キルアップ講座(第 2 回)』
『モニ
ニタ精度管理
理』
について現
現状報告がありました
た。
（報告者
者： 高村 雅礼）
雅

開催
催日時：H266.11.3（月）
）文化の日
開催
催場所：イー
ーアスつくば 2F 会場
参加
加者：会員 13 名、会員
員申請中 1 名、非会員
名
12 名（内
名
11 名学生）パネ
名
ネル展示、医
医療被ばく
相談
談、乳がん早期発見か
から治療スラ
ライド、乳
がん
ん視触診研修
修用ファン
ントムを用い
いた自己検
診法
法体験、乳がん検診の
の啓発カード
ドとグッズ
及び
びハート型風
風船・バルーンアート配布等。
（報
報告者：水木
木一弘・小仁
仁所圭子）

≪聴覚障害者
≪
者に関する
る講習会・
放射線
線科見学・
・意見交換会≫
≪第 6 回乳腺研究会
回
会≫
開催日時：H26 年 10 月 24 日
開催場所：つくば国際会議場
参加者：会
会員 29 名、非会員 21 名、学生 2 名
内容： 筑波メディカ
筑
カルセンター
ー病院 乳腺
腺科
医長の梅本
本 剛先生に
に『乳腺診療
療に活かすエ
エラ
ストグラフィの基礎』という演
演題名でご講
講演
いただきました。（報
報告者：宮田
田 真理子）

開催
催日時：H266 年 11 月 8 日（土）13
3 時半～
場所
所：土浦協同
同病院健康管
管理センター
参加
加者：36 名 （会員 233 名、一般 13 名）
講師
師：奈須田 修（茨城県
県聴覚障害者
者協会）市
野澤
澤真理（茨城
城県手話通訳
訳問題研究
究会）
聴覚
覚障害者につ
ついてコミュニケーシ
ション方法
や対
対応時の注意
意点を中心に講演いただいた。
引続
続き 14 時～
～見学及び意
意見交換会を行った。
参加
加者：62 名（会員 23 名
名、一般 39 名うち聴
覚障
障害者 16 名）上部消化
名
化管検査スラ
ライドショ
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料）申し込みは先着順とし、定員になり次第
ー、「胸部立位撮影」「上部消化管撮影」「腹
応募を締め切らせて頂きます。
部超音波検査」の見学と体験を行った。
イエローリボン委員会（報告者：中野 恵） 参加申し込み期限：2015 年 1 月 18 日（日）
E-mail：masayosi@tokyo-med.ac.jp
問合せ先：東京医科大学茨城医療センター
放射線部松下真嘉 029-887-1161（内線 1256）
２．消化管撮影研究会研修会のお知らせ
日時：H27 年 1 月 29 日（木）19 時から
場所：公益財団法人筑波メディカルセンター
つくば総合健診センター3F
テーマ：基本撮影の習得、読影セミナー
対象：これから検査を始めたい方、または経
験 1 年以内の方。参加費：無料 定員：5 名
問合せ先：筑波メディカルセンター 放射線
技術科 竹林浩孝 TEL029-851-3511
E-mail:takebayashi@tmch.or.jp

≪読影の補助に関する講習会≫
開催日時：H26 年 11 月 8 日（土）14 時半～
場 所：東京医科大学茨城医療センター 医
療・福祉研究センター
参加者：
53 名（会員 34 名、非会員 18 名、学生 1 名）
内 容：主に東京で活動する FS(フォーシーズ
ンズ)フォーラム研究会との共催

≪消化管撮影研究会講演会≫
開催日時：H26.11.27
開催場所：筑波メディカルセンター
参加者：会員 29 名、非会員 15 名
内容：今回は東京都がん検診センター、消化
器科、入口陽介先生に『消化管撮影のさらな
る精度向上を目指して』というテーマでご講
演いただきました。 （報告者：竹林 浩孝）

３．平成 26 年度第 2 回 MR 技術研究会
日時：H27 年 2 月 13 日（金）18 時～
場所：つくば国際会議場 小会議室３０３
内容：ガドリニウム造影剤の環境変化
乳腺 MRI の現状と MR ガイド下生検の展望
乳腺 MRI の基礎から臨床
参加費：会員 500 円 非会員 1,000 円
問合せ先：029-254-9047 水戸済生会 砂森
４．撮影技術研究会講演会のご案内
日時：H27 年 2 月 14 日（土）16 時～
場所：筑波メディカルセンター TMC ホール
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（part2）
問合せ先：結城病院 早川聖治(0296-33-4161）

≪ 会 員 動 向 ≫

≪

お

知

ら

せ

≫

１．第 102 回超音波研究会のご案内
日時：H27 年 1 月 24 日（土）14 時～
場所：水戸済生会総合病院 丹野ホール
内容：腹部ハンズオンセミナー（初級編）
参加費：会員 500 円 非会員 1,000 円（学生 無

１．現在の会員数……………
684 名
２．入 会
栗原 宏隆 石岡市医師会病院
猪瀬 充子 茨城西南医療センター
石橋 利晃 白十字総合病院
管野 裕介 つくばセントラル病院
仁平 康葉 水戸協同病院
布施 葉子 水戸協同病院
島田 直毅 国立がんセンター中央病院
小林 洸
志村大宮病院
３．再入会
加藤木孝宏 茨城西南医療センター
北村 茂三 つくば国際大学
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