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平成 27 年 5 月（第 1 回）理事会議事録
開催日時：平成 27 年 4 月 15 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,鈴木 達也，
小原 孝夫，村木 一夫，梶山 裕晃,川村 拓,
沼尻 俊夫,根本 宏之，野澤 哲也，舘野 誠,
細越 光夫，宮本 勝美,水木 一弘， 小仁所 圭
子，村中 博幸，山下 ひろみ
監事：横田 浩
委任：仲田 智彦，波多野 浩嗣
欠席：田尻 明裕（監事）
議長： 長谷川 光昭， 書記：川又 誠
事務局より，理事 17 名の出席と委任者 2 名が
確認され，定款により本理事会が成立
【報告】
【１】 会長報告 長谷川会長
【２】 平成 27 年度関東甲信越診療放射線技
師学術大会 6/20・21（千葉県市川市）
参加の要請・演題の要請
【３】 日放技・北関東報告 横田監事
【４】 読影の補助に関する講習会 3/7
村木常務理事 資料により説明
アンケートの報告等
【５】 第 33 回県技師会学術大会 3/15 川村
理事開催報告
【６】 小冊子「放射線検査のことがわかる本」
3/27 納品 長谷川会長
【７】 平成 26 年度事業報告・決算報告
野澤理事
【８】 事業計画書等の提出 小原常務理事
野澤理事 平成 27 年度の収支予算書
の修正報告
【９】 フレッシャーズセミナー 細越理事
【１０】 業務拡大に伴う実技指導者講習会
宮本理事
・横田監事（北関東理事）
今回は静脈抜針講習会修了者が対象である。
次回の JART の理事会で詳細が決定する
【１１】 その他
・小原理事 平成 26 年度役員の活動報告
・村木理事 放射線の出張講座に関して検討
中。他県の状況の説明。小中学校への案内に
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関してどのようにやっていけばよいか
・野澤理事 課内授業だとハードルが高い，
課外授業だとよいが，行う内容を今後も検討，
意見をもらいたい 埼玉では高校生が対象に，
文科省の読本等を使って実施している。
・小仁所理事 ピンクリボンの参加者が少な
い。当日参加も受け付けるので参加してほし
い 乳がんファントムを購入した。
・根本理事
開催報告書のひな形の改正について
【議事】
【１】平成 27 年度理事会日程（予定表） 長
谷川会長 資料により説明・修正
理事会年 4 回，11 月は学術会議と同時に行う
【２】弔慰に関して 長谷川会長
運営会議での議事内容説明
【３】平成 26 年度事業報告・決算報告
宮本理事 野澤理事
資料により事業報告を説明
【４】平成 27 年度定時総会・講演会 宮本理
事・川村理事 宮本理事 資料により説明
【５】委任状の扱い 長谷川会長
資料により説明 運営会議での議事内容説明
【６】統一講習会・基礎講習会
細越理事 基礎講習会
【７】放射線展について 水木理事
【８】事務所パソコンリースの件 長谷川会長
【９】学術大会発表者規定，後援依頼・許可
証について 長谷川会長
【１０】その他
定時総会時の表彰について 山下理事
学術表彰について 川村理事
会計監査に関して 野澤理事
以上の事に関して審議→賛成多数で承認

平成 27 年 5 月臨時理事会議事録
開催日時：平成 27 年 5 月 24 日（日）
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,鈴木 達也,川又 誠，
小原 孝夫，村木 一夫，梶山 裕晃
根本 宏之，野澤 哲也,宮本 勝美,水木 一弘，
小仁所 圭子，村中 博之，川村 拓
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監事 横田 浩
委任 なし
欠席：仲田 智彦，沼尻 俊夫，細越 光夫，舘野
誠, 山下 ひろみ，田尻 明裕（監事）
議長： 長谷川 光昭 書記： 川又 誠
【議事】①畦元将吾氏参議院通常選挙推薦状
の依頼に関して長谷川会長より経緯の説明
・診療放射線技師の身分向上，放射線医療の
向上，ひいては国民生活の向上を目的に活動
いただくよう要望したところ自身の政治目標
と一致するところであると快諾いただいた
・政治家，政治団体への陳情，要望等の政治
活動は，金銭が絡まなければ問題ない
以上の事に関して審議した →賛成多数で承
認された

第 9 回茨城放射線腫瘍研究会開催報告
開催日時：平成 27 年 2 月 14 日（土）
開催場所：三の丸ホテル（水戸市）
参加者：110 名（会員 21 名，医師 21 名，看護
師 31，その他 37 名）
内容：診療放射線技師からは 4 演題が発表さ
れた。また，がん放射線療法認定看護師によ
る教育講演「放射線皮膚炎に対する看護ケア」
をはじめ，様々な職種からの発表があった。
（文責：筑波大学附属病院 小林大輔）

平成 27 年度定時総会
開催日時：平成 27 年 5 月 24 日（日）
場所：茨城県総合福祉会館大研修室
期日：平成 27 年 5 月 24 日
総会に先立ち平成 26 年度茨城県診療放射線技
師学術大会の優秀演題賞の表彰式が執り行わ
れ，土浦協同病院の長谷川健氏が受賞いたし
ました。定刻，定款第 18 条の基づき会員総数
672 名に対し総会出席者および委任状提出者
総数 423 名の過半数の参加をみて，ひたちな
か総合病院の粟野泰市氏は選ばれて議長とな
り，議事が進行し議案については全議案とも
厳粛に審議され満場一致ですべて原案通り承
認された。
（文責：宮本 勝美）

第 2 回 つくば RT カンファレンス報告
開催日時：平成 27 年 2 月 21 日（土）
開催場所：つくば国際会議場
参加者：会員 22 名，非会員 3 名
内容：“切れ味よくする研ぎ方”をテーマ
筑波メディカルセンター病院 篠田和哉先生
からは「新規 Linac 導入時の初期経験」講演
小林が「頭頸部 IMRT における治療計画」
講演。
特別講演として北里大学病院 首藤宣昭先生
から「Truebeam の切れ味」講演。各施設で経
験したピットフォールを交えた講演であり，
新規 Linac を導入する施設や IMRT を開始する
施設にとって非常に有意義な会でした。
（文責：筑波大学附属病院 小林大輔）
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第２回読影の補助に関する講習会報告

第 31 回県北医療画像懇話会開催報告

日時：平成 27 年 3 月７日（土）
場所：水戸済生会総合病院 丹野ホール
参加者：64 名（会員：44 名，非会員 19 名，
学生 1 名） 「読影補助の現状」を聖路加国際
病院・放射線科の宇内大祐さんに，「症例か
ら考える救急ＣＴ撮影のポイント」を心臓画
像クリニック飯田橋・吉田諭史さんに，水戸
済生会総合病院からは救急救命センター部
長・福井大治郎先生に「救急外傷と画像診断」
～救急外傷診療における放射線技師の役割～，
同副センター長・遠藤浩志先生に「脳神経外
科領域の画像」
（報告者：村木 一夫）

開催日時：平成 27 年 3 月 19 日（木）
開催場所：日立シビックセンター502 会議室
参加者：会員 21 名，非会員４
講師：つくば画像検査センター長 佐藤先生
内容：PET 検査の現状と展望等，PET 検査の有
用性を解説して頂きました。終了後，会員か
ら多くの質問があり大変有意義な講演会とな
りました。
（報告者：波多野）
つくばピンクリボンフェスティバル 2015
開催報告
日時：平成 27 年 4 月 29 日（昭和の日）
場所：つくば国際会議場,竹園公園,松見公園
参加者：会員 10 名，非会員 740 名
内容：ゆるキャラ，つくば市長をはじめ 500
名を超える方々がウォークとランに参加し，
乳がん検診受診の啓発運動を致しました。
(報告者：小仁所 圭子）

第 104 回超音波研究会報告
開催日：平成 27 年 3 月 13 日（金）
開催場所：水戸医師会館 1F 講堂
参加者：総参加者 68 名，
（診療放射線技師 会員 23 名，非会員４名）
内容：製品紹介 東芝メデイカルシステムズ
（株）超音波診断装置 Aplio500
講演会：『脂肪肝』東邦大学医学部内科学講
座消化器内科学分野 教授 住野泰清先生
脂肪肝の知識を非常に広く深く知識を楽しく
学ぶことが出来ました。（文責 三村竹彦）

平成 27 年度フレッシャーズセミナー報告
開催日：平成 27 年 5 月 16 日（土）
場所：茨城県立医療大学 講義棟
被ばく低減,医療安全,感染対策,エチケット・
マナー等。「入会案内」も行いました。受講者
は，4 月からの入職者が 17 名，1 年以上の経
験者が 3 名，大学院生が 1 名で，全員非会員
の 20 名でした。
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県東地区講演会開催報告
開催日時：平成 27 年 5 月 22 日（金）
開催場所：鹿島セントラルホテル
参加者：会員 14 名，非会員 15 名
内容：｢造影剤に関するトピックス｣を第一三
共株式会社さんに，特別講演「CT 担当技師に
必要な知識と志～現状の問題と今後の課題～」
を富山労災病院 野水敏行先生に御講演いた
だきました。見落としがちな画像の注意点を
学び，業務に対する志という精神論的観点か
らお話をいただきました。（報告者：梶山）

場所：鹿島労災病院 講堂
参加費：技師会員 500 円 非会員 1,000 円
主催：公益社団法人茨城県診療放射線技師会
問い合わせ先 伊東善行 z-ito@tmch.or.jp

『ピンクリボン＆放射線展』開催案内
日時：平成 27 年 7 月 19 日(日)10：00～
場所：茨城県総合福祉会館１階ギャラリー
主催：公益社団法人茨城県診療放射線技師会
問い合わせ先:聖麗メモリアル病院
波多野浩嗣 ℡: 0294-52-8500
E-mail:hatano@seirei-memorial.com

『放射線検査のための手話講習会』開催
のご案内
日時：平成 27 年 8 月 5 日（水）18:30～
場所：筑波メディカルセンター メディカル
スクウェア 3 階 TMC ホール（旧西館）
会費：無料
対象：医療関係者（会員外も参加可）
問い合わせ先：おおたしろクリニック
中野 恵 TEL：0294-22-8800

平成 27 年度教育講演会開催報告

『撮影技術研究会講演会』のご案内

開催日時：平成 27 年 5 月 24 日（日）
開催場所：茨城県総合福祉会館
参加者：会員 48 名，非会員 1 名（学生：1 名）
内容：茨城県立医療大学 保健医療学部 放
射線技術科学科の阿部慎司 教授をお招きし
て「X 線画像の画質評価・解析法の変遷」ご講
演いただいた。日常使用している撮影装置の
画質評価に活かせる有意義な時間となりまし
た。
（報告者： 川村 拓）

日時：平成 27 年 9 月 5 日（土）16：00～
場所：ひたちなか総合病院
会費：500 円（会員） 1,000 円（非会員）
内容：画像処理の基礎と最新情報について
講師：富士フィルムメディカル㈱
大島裕二先生
実習：CALNEO SMART を使用したバーチャルグ
リッドの効果確認 他
問合せ：結城病院 早川聖治 TEL 0296-33-4161

≪ 会 員 動 向 ≫

≪ お 知 ら せ≫
第 12 回放射線安全講習会のご案内
日時：平成 27 年 7 月 12 日（日）9：30～

会員数
：
入会
圷 貴史
五位渕 優
奥村 英一郎
清水 秀雄
高瀬 俊輔
中島 修一
根本 直尚
宮本 健児
転入
矢須 弘樹
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673 名（2015.6.22 現在）
慈泉堂病院
JA とりで総合医療センター
つくば国際大学
つくば国際大学
嶋崎病院
茨城県立医療大学
常陸大宮済生会病院
常陸大宮済生会病院

