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平成 2７年度（第４回）理事会議事録
日時：H28 年 1 月 29 日（金） 18：00～19：15
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，野澤 哲也, 宮本 勝美,水木 一弘
欠席：横田 浩（監事）, 田尻 明裕（監事）
議長：長谷川 光昭 書記：川又 誠
【定数確認】
事務局より、理事 11 名の出席と委任者 8 名が
確認され、定款により本理事会が成立すると
の報告があった
【報告】
【１】日放技・北関東地域報告 長谷川会長
・あぜもと省吾氏への後援会活動、協力依頼
・JART から給料のアンケート依頼
・臨床実習認定施設への登録のお願い
【２】会長報告 長谷川会長
・H28，29 年度役員選挙に関して
【３】日放技 業務拡大に伴う統一講習会
【４】賀詞交換会 1/7 茨城県 1/8 県医師会
【５】読影の補助に関する講習会
【６】第 34 回茨城県診療放射線技師学術大会
進捗状況 川村理事
【７】その他
・平成 27 年度県知事・保健福祉部長表彰の件
・学術部マニュアルに関して
長谷川会長
・市民公開講座に関して
川村理事
・視覚障害者の団体にＣＤ内容を確認
・水戸市の観光協会から案内が来ている
【議事】
【１】 2019 年の JART 全国大会について
・北関東でとの JART からの要望がある
・埼玉県からは無理との回答がある。
・茨城県は 2020 年に関東部会の技術学会の大
会があり連続になってしまい難しい
・他の北関東各県との調整が必要であるので、
もう少し検討してもらう
【２】平成 28 年度事業計画・予算案
野澤理事資料 6 の説明
・会員数は前回同様で計算した
・一部資料の修正→確認をしてもらいたい

発行責任者：長谷川光昭 編集：水木 一弘

E-mail mailbox@iart-web.org
・今後は資料に基づき配賦処理で完了し、金
額の修正は殆ど変更ないと思われる。
【３】平成 28・29 年度役員について
・前回の理事会時に説明、現理事には立候補
・小仁所氏の代わりに阿部八千代氏が立候補
【４】 統一講習会、基礎講習会、フレッシャ
ーズセミナーについて 実習指導員２名追加
細越理事 ：フレッシャーズセミナーに関して
場所は県立医療大学で開催日は 5 月 29 日か 6
月 5 日を検討中
・基礎講習に関して
ＣＴを予定したいが、認定機構との調整もあ
り、消化管撮影になるかもしれない
・統一講習会に関して
個人病院の会員は土曜日開催の参加が難しい
ので日程に関して検討してもらいたい
連休の開催も検討していく
開催日に関して、2 週間にわたり開催できな
いか検討していく
キットをもう一つ増やす要望があり茨城県も
セットを保管していく
指導員の増員に関しては現在補助員の佐々木
氏、澤田氏が JART の講習会に参加して指導員
に昇格してもらう
【５】 第 34 回茨城県診療放射線技師学術大
会について
川村理事
・一般演題は 17 題であり学術会議で承認
・役割分担を一部修正して 2 月中旬に確定
抄録集の広告は 21 社でそのうち 13 社は広告
代を徴収する
【６】 規程の改定 小原常務理事
・役員選任規程に関して 一部修正
・会計処理規程に関して大きく規程を見直し
たので確認してもらいたい
【７】 その他
・事務所の照明に関して 野澤理事
事務所の照明を順次 LED 照明に切り替えてい
きたいので予算を申請したい
・ソフトボール大会に関して 長谷川会長
今年度と同じ会場(石岡)で調整予定
以上のことに関して審議した
→賛成多数で承認された
次回 4 月 13 日
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胆管、肝臓、腎臓、脾臓の基本走査について
実技を行いました。
（報告者：松下）

≫

平成 27 年度読影の補助夜間基礎講習会３
日時：H28.1.27.（水）午後７時～
開催場所：水戸済生会総合病院 丹野ホール
参加者：74 名（会員：55 名，非会員 19 名）
内容：県央地区において開催しました。水戸
済生会総合病院 遠藤浩志先生に「脳神経外
科領域の画像診断」と題し，脳の解剖・病理，
代表的な疾患の画像診断などについて講演を
していただきました。(報告：村木 一夫)

第 2 回 EPD 講習会報告
開催日時：H28.2.6.(土)
開催場所：筑波メディカルセンターTMC ホール
参加者：会員 14 名
内容：茨城県立医療大学の五反田先生と佐藤
先生からの講義。また、EPD の実習と県内施設
のアンケート調査で得られたデータについて
発表が行われた。
（報告者：薗部純一）

平成 27 年度 第 2 回 茨城CT 研究会報告
開催日時：H28.1.29.(金)
開催場所：エクセルホール（大ホール）
参加者：会員 48 名，非会員 12 名
内容：「脳神経外科領域の最新技術」と題し
ての講演。特別講演は、東京女子医科大学 脳
神経外科 教授の村垣善浩先生に「脳神経外科
領域における情報誘導手術」を講演して頂い
た。
（報告者：福谷）

第 13 回放射線安全講習会
開催日時：H28.2.6.(土)
開催場所：筑波メディカルセンター病院
参加者：会員 10 名，非会員 9 名
内容：放射線安全講習会を開催しました。受
講者には看護師さんの参加が多く、女性と子
どもの放射線被ばく、現場での看護師さんの
疑問に答える趣旨の講義も用意しました。
（報告者：伊東）

第 108 回超音波研究会
開催日時：H28.1.30.(土)
開催場所：水戸済生会総合病院 丹野ホール
参加者：会員 10 名，非会員 27 名
内容：受講者は 5 人一組となって 4 つグルー
プに分かれ、講師の指導の下、胆嚢、膵臓、
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第 130 回

RI研究会の開催報告

開催日時：H28.2.12.(金)
開催場所：筑波大学附属病院けやきプラザ他
参加者：会員：16 名、非会員 7 名
内容：スキルアップ講座として「画像再構成」
について，水戸済生会病院 藤田 充秀氏の解
説．｢つくば画像センターにおける PET 業務へ
の取組み」と題し，同画像センターの大里勝
氏による講演．また、つくば画像検査センタ
ーの施設見学が行われた．（報告者：對間）

参加者：会員 13 名、非会員 8 名
内容：学生の一般撮影への関心が薄くなって
きている現状から学生の参加を考え、つくば
国際大学 村中 博幸先生を講師に迎え、
「骨関節Ｘ線写真の見方・考え方」という内
容で講演会を開催しました。（報告者：早川）

「メディカルスタッフのための多職種連
携プログラム」2016

第 3 回つくばＲＴカンファレンス
開催日時：H28.2.13.(土)
開催場所：つくば国際会議場
参加者：会員 18 名，非会員 20 名
内容：“画像誘導放射線治療”をテーマ，筑
波大学医学医療系 准教授の石川仁先生には
「放射線治療技術の進歩と治療成績の向上」
について，自治医科大学附属病院 根本幹央
先生には「IGRT の実践」についてご講演を頂
いた。（文責：筑波大学附属病院 小林大輔）

開催日時：H28.2.14.(日)
開催場所：つくば国際会議場中ホール
参加者：会員 20 名，非会員 57 名
内容：“臨床現場における業務と研究”をテ
ーマに、第 2 回筑波大学・茨城県立医療大学
合同公開講座が行われた。診療放射線技師、
臨床検査技師、理学療法士からそれぞれの講
演を拝聴しました。 （文責：長谷川光昭）

平成 27 年度第 2 回MR 技術研究会

第2回

撮影技術研究会講演会開催報告

開催日時：H28.2.13（土） 16：00～17：45
開催場所：筑波メディカルセンターTMC ホール

開催日時：H28.2.19(金) 18:30〜21:00
開催場所：水戸プリンスホテル
参加者：53 名(会員：38 名他)
内容：メーカーからの最新情報の提供と、シ
ンポジウム形式での、MRI の安全管理について
県内の 4 施設から、それぞれの取り組みや、
自己事例を紹介して頂いた。(報告者：砂森)
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ん循環器予防センター所長田中幸子先生より
ご講演頂きました。
（文責：三村竹彦）

第 33 回県北医療画像懇話会報告
開催日時：H28.3.17.(木) 19：00～
開催場所：ホテルテラス・ザ・スクエア日立
参加者：会員 25 名、非会員 2 名
GE ヘルスケアのアーミン・ケイランディッシ
ュ先生より「造影剤の安全性～At-Risk 患者の
管理について」講演頂いた。(文責長谷川光昭)

第 11 回茨城放射線腫瘍研究会
開催日時：H28.3.5.(土)
開催場所：ホテルグランド東雲（つくば市）
参加者：124 名（会員 26 名，医師 23 名他）
内容：診療放射線技師からは 4 演題が発表さ
れた。また，看護師による『放射線皮膚炎予
防』に関する発表をはじめ，様々な職種から
の発表があった。
（文責：小林大輔）

第 34 回茨城県診療放射線技師学術大会

第 4 回乳腺研修会報告
開催日時：H28.3.18.(金) 18:45～20:30
開催場所：筑波大学附属病院けやきプラザ
参加者：会員 25 名、非会員 7 名 学生 2 名
内容： 各メーカーからの情報提供と、公益財
団法人筑波メディカルセンターつくば総合健
診センターの東野 英利子先生に『マンモグラ
フィ・超音波併用検診における総合判定』と
題し講演いただいた。(報告者：宮田真理子)

開催日時：H28.3.6.(日)
開催場所：茨城県立医療大学大講義室他
参加者：学術大会 236 名(会員 163 名他)
市民公開講座 105 名
内容：大会メインテーマ『Basic skill for
radiological technologist』にて教育講座、
学術講演、会員研究発表、ランチョンセミナ
ー、機器展示等開催した。
（報告者：川村 拓）

第 109 回超音波研究会報告
開催日：H28.3.11.(金)
開催場所：水戸医師会館 1F 講堂
参加者：参加者 91 名（会員 22 名他）
内容：超音波用造影剤ソナゾイドについて解
説後、特別講演「既成概念を変えて、早期に
見つけよう！膵癌超音波診断」と題し大阪が
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平成 28 年度定時総会
開催日時：平成 28 年 5 月 22 日（日）
開催場所：茨城県総合福祉会館大研修室
内容：平成 27 年度事業報告及び会計報告、平
成 28 年度事業計画、茨城県診療放射線技師会
新役員について、表彰等

≪ 会 員 動 向 ≫
会員数 689 名（3 月 17 日現在）
入会：
川井 裕美
東取手病院
秋元 脩志
取手医師会病院
佐川 智英
茨城西南医療センター
石橋 智通
筑波メディカルセンター病院
越浦 伸亮
日立おおみか病院
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