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平成 28 年 4 月（第 1 回）理事会議事
開催日時：平成 28 年 4録月 13 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，
野澤 哲也, 宮本 勝美，水木 一弘,村中 博幸，
根本 宏之，舘野 誠,小仁所 圭子, 仲田 智彦
監事 横田 浩
委任 山下 ひろみ、波多野 博嗣、沼尻 俊夫、
欠席： 細越 光夫, 田尻 明裕
議長： 長谷川 光昭
書記： 川又 誠
事務局より、理事１５名の出席と委任者３名
が確認され、定款により本理事会が成立
【報告】
【１】 日放技・北関東地域報告
横田監事
【２】 会長報告 長谷川会長
【３】 第 34 回茨城県診療放射線技師学術大
会報告 川村理事
【４】 日放技 講習会 予定 長谷川会長
統一講習会について
【５】 読影の補助に関する講習会 村木常務
理事
【６】 平成 27 年度決算報告 野澤理事
【７】 平成 28・29 年度役員について 長谷川
会長
【８】 その他
・放射線展 9 月に行う
・読影補助の講習会を他職種へも案内する
・イエローリボン視覚障害者のための CD 作成
・あぜもと JART 理事が総会に出席予定
【議事】
【１】 第 32 回日本診療放射線技師学術大会
（岐阜大会）9/16・17.18 について
【２】 平成 28 年度関東甲信越診療放射線技
師学術大会（埼玉大宮）5/14・15
【３】 平成２８年度事業計画・予算案
【４】 平成 28 年度定時総会について
【５】 表彰について 長谷川会長
【６】 28･29 年度役員役割分担
【７】 入退会者について
【８】 規程について

発行責任者：長谷川 光昭 編集：水木 一弘

E-mail mailbox@iart-web.org
【９】 その他
今年度の第 1 回学術大会会議に関して
以上のことに関して審議→賛成多数で承認

平成 27 年度定時総会
開催日時：平成 28 年 5 月 22 日（日）
場所：茨城県総合福祉会館大研修室
総会に先立ち勤続 40 年表彰として、橋本尚明
氏、加藤 知明氏、長谷川 栄氏、鳥海 勝次氏、
高山 賢氏が表彰されました。また平成 27 年
度学術表彰としまして、橋本 純一氏（茨城医
療センター）が受賞いたしました。定刻、定
款第 18 条の基づき会員総数 662 名に対し総会
出席者および委任状提出者総数 416 名の過半
数の参加をみて、ひたちなか総合病院の渡辺
裕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。任期満了
に伴う理事・監事の選任においても承認され
総会終了後直ちに行われました理事会にて、
会長以下 3 役につきましては選任されました
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、村木一夫
理事：阿部 八千代（新）,井上 博昭（新),
梶山 裕晃,川村 拓,五反田 留美（新）,館野
誠,仲田 智彦,沼尻 俊夫,根本 宏之,野澤
哲也,波多野 浩嗣,水木 一弘,宮本 勝美,
村中 博幸,山下ひろみ
監事：横田 浩、守田 美和子（新）
（報告者：宮本 勝美）
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副会長：川又誠，鈴木達也，
常務理事：小原孝夫，村木一夫を全会一致で
選出
【２】今期理事の役割分担について（長谷川）
【３】平成 28 年度 予定（長谷川）
【４】その他
・次回 7/13（水）とすることを決定した

つくばピンクリボンフェスティバル
2016 開催報告

平成 28 年 5 月（第 2 回）理事会議事
録
平成 28 年 5 月（第２回）理事会議事録案
開催日時：平成 28 年 5 月 22 日（日）12：00～
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，鈴木 達也，川又 誠，
小原 孝夫，宮本 勝美,梶山 裕晃，川村 拓，
水木 一弘，村木 一夫，根本 宏之,仲田 智彦，
野澤 哲也，井上 博昭,沼尻 俊夫，村中 博幸 ，
山下 ひろみ，五反田 留見
監事 横田 浩, 守田 美和子
委任者 波多野 浩嗣，舘野 誠
議長：長谷川 光昭
書記：川又 誠
出席理事 18 名，委任 2 名で理事会開催規定
を満たすことが宣言され，議事に入った．
【報告】
【1】日放技報告（横田）
関東甲信越診療放射線技師学術大会（大宮）
2019 年全国診療放射線技師学術大会開催地に
関して
【2】会長報告（長谷川）
視覚障害者用 CD 贈呈式 5/25 茨城県視覚障害
者福祉センター
【3】平成 27 年度第 2 回執行状況報告
書類の内容を出席理事で確認
【4】各部門報告
特になし
【5】その他
・「２１世紀の医療・介護・福祉を支える会」
発会式 5 月 28 日鈴木副会長,横田幹事参加
・読影の補助に関して
村木常務理事
・土浦協同病院の会議室、ホールも今後利用
可 沼尻理事
・市民公開講座の講演の依頼者の候補のお願
い 川村理事
【議事】
【１】平成 28 年度・29 年度役員選出
総会での理事，監事選挙結果を受け，当選者
にて理事会を開催．会長：長谷川光昭，

開催日時：平成 28 年 5 月 8 日(日)
開催場所：つくば美術館北側空き地
参加者 ：スタッフ 20 名（会員 10 名、非会
員 10 名（うち学生：10 名）一般:約 691 名
[総勢 711 人（大人 601 人、子ども 110 人）]
内容：茨城県放射線技師会等の共催で開催さ
れ、「のの字歌体操」をしたあと、500 名を超
える方が乳がん検診の啓発運動としてピンク
リボンウォークに参加しました。
つくば国際大学の学生等によるボランティア
のバルーンアートは、とても喜ばれ、お子さ
まを通じて乳がん検診受診の啓発に寄与でき
たと感じています。乳がんクイズ大会やゆる
キャラ登場など、ゴールイベントにも参加、
有意義な時間を過ごすことができました。
（報告者；阿部 八千代・小仁所 圭子）
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平成 28 年度教育特別講演会開催報告
日本診療放射線技師会 全国理事、日本診療放
射線技師連盟副理事長「あぜもと将吾」氏に
よる特別講演『国政に診療放射線技師が必要
な理由について』が開催されました。医療の
現場を熟知した診療放射線技師が国政にいる
ことが、これからの医療にとって必要不可欠
なことです。応援して下さる国会議員の方々、
県会議員の方々も多くおります。我々、診療
放射線技師が一致団結して後押ししていくこ
とが、今求められていきます。皆さん、頑張
って応援していきましょう。特別講演の開催
におきまして、多数のご来賓の方 に参加し
ていただきました。

第 110 回超音波研究会報告
開催日時：平成 28 年 6 月 2 日（木）
場所：水戸済生会総合病院 丹野ホール
参加者：会員 20 名，非会員 8 名
内容：乳がん検診総合判定についての講演会
を開催しました。守谷慶友病院の鶴岡 雅彦先
生にご講演頂きました。ＭＧ技師とＵＳ技師
がスキルアップできれば発見率を落とさず、
要精査率を下げる最大の要因に成り得るとし
たうえで、マンモグラフィの画像の成り立ち
や画像所見についてご説明頂きました。後半
は乳癌検診における総合判定をもとに症例を
ご提示して頂き、分かりやすくご解説して頂
きました。
（報告者：木曽 丈晴）

第 131 回茨城県 RI 研究会報告
開催日時：H28.5.26 19:15～21:15
開催場所：JA とりで総合医療センター
参加者：会員 17 名（うち講師：2 名）
非会員 13 名（うち講師：1 名、学生：8 名）
内容:スキルアップ講座を筑波大学附属病院
の橋本氏、トピックスとして、診療報酬改訂
の解説を富士フイルム RI ファーマ株式会社の
的場氏、SPECT/CT 装置の実践・運用として JA
とりで総合医療センターの越路氏にそれぞれ
講演をいただいた。次回は 10 月を予定してい
る。（報告者：沼尻 俊夫）

平成 28 年度フレッシャーズセミナー報告
開催日時：平成 28 年 6 月 5 日 19:15～
開催場所：茨城県立医療大学
参加者：会員・非会員をあわせ２６名
内容： 1.被ばく低減、2.エチケット・マナー、
3.医療安全、4.感染対策、5.気管支解剖に加
え、日本診療放射線技師会の活動内容と茨城
県診療放射線技師会の組織に関して説明し、
技師会への入会促進を行いました。
（報告者：五反田 留見）
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第 1 回『ＭＲ技術研究会』開催のご案内

≪

お

知

ら

せ

≫

第 14 回放射線安全講習会のご案内
日時：平成 28 年 7 月 3 日（日）
午前 9 時 30 分から午後 12 時 30 分
場所：総合病院土浦協同病院 2F 講堂
〒300-0028 土浦市おおつ野 4 丁目 1-1
内容：放射線による人体の影響等
参加費：技師会員
無料
他職種・一般
無料
非会員の放射線技師
1,000 円
主催：公益社団法人 茨城県診療放射線技師会
放射線管理委員会
お問い合わせ先 伊東善行 z-ito@tmch.or.jp

第 8 回『放射線治療技術研究会』開催
のご案内

日時：平成 28 年 8 月 27 日（土）13：30～
場所：水戸プリンスホテル２階会議室
水戸市桜川 2-2-11
℡：029-227-4111
内容：１. 「ガドリニウム造影剤の最新情報」
富士製薬工業株式会社
２.「GE 最新アプリケーションのご紹介」
GE MR セールススペシャリスト
近江 公司
３.「当院の静音化技術における使用経験
『SIEMENS Quiet Suite』」
水戸協同病院 放射線部
小林 克年
４．
「検査依頼からひも解く整形外科領域 MRI」
東千葉メディカルセンター放射線部 坂井上之
５．「脂肪抑制法の基本と臨床応用」
千葉大学医学部付属病院放射線部 松本浩史
参加費：５００円
主催：MR 研究会
問い合わせ先 :水戸済生会病院放射線技術科
砂森秀昭 ℡: 029-254-5151

『撮影技術研究会講演会』のご案内
日時：平成 28 年９月 3 日（土）16 時～
場所：水戸済生会総合病院
会費：500 円（会員） 1,000 円（非会員）
内容：各施設のポータブル使用管理について
講 師：会員報告 3 演題
問合せ：結城病院 早川 聖治
（TEL0296-33-4161）

≪ 会 員 動 向 ≫

日時：平成 28 年 8 月 6 日(土) 14:00～17:00
会場：総合病院 土浦協同病院 放射線治療棟
茨城県土浦市おおつ野四丁目一番一号
内容：～テーマ：患者セットアップの再考～
第一部では、患者ポジショニング、セットア
ップについて、問題点やそれらを解決するた
めのポイント、工夫点などについて意見を出
し合います。第二部では、土浦協同病院治療
棟の紹介・施設見学を行う予定
参加費：会員 無料 非会員 \500
主催：公益社団法人 茨城県放射線技師会
放射線治療技術研究会
問合せ先：水戸赤十字病院 放射線技術課
TEL：029-221-5177
E-mail：hi-shioya@mito.jrc.or.jp
※日本診療放射線技師会の生涯学習ポイント
が付与されます。

会員数 674 名（7 月 20 日現在）
入会：
小林 正樹
筑波メディカルセンター病院
松田 直也
水戸協同病院
原辺 隆弘
無
鈴木 直也
東海村立病院
田中 智貴
美浦中央病院
山盛 萌夕
筑波メディカルセンター病院
猪平 将司
筑波メディカルセンター病院
中西 登志雄 水戸協同病院
冨田 詩織
JＡ とりで総合医療センター
門脇 綾香
水戸協同病院
小松 賢司
(株)日立製作所日立総合病院
転入：
箱崎 哲夫
日立メディカルセンター
小暮 夏実
無
小玉 香
無
小貝川 将太 山王台病院
川橋 裕子
北茨城市民病院
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