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・事務員の保険料見直しについて
・インフォメーションでの掲載について
・TV カンファレンスシステムの活用に関して
開催日時：平成 28 年 11 月 17 日（木）19：30～
・超音波研究会のボランティアに関して
場所：茨城県診療放射線技師会事務所
ボランティアは実行委員会に参加したよう
出席：理事
長谷川光昭,川又 誠,鈴木 達也，
にしてもらいたい
小原 孝夫，村木 一夫，舘野 誠
・乳腺研究会の委員の補充に関して
梶山 裕晃，川村 拓，沼尻 俊夫，根本 宏之，
現在、委員の数名が産休中のため委員が不
野澤 哲也,五反田留見，宮本 勝美,水木 一弘，
足している 追加の委員を土浦協同病院の
井上 博昭, 村中 博幸，山下ひろみ, 波多野
瀬尾氏と阿部理事とする
浩嗣, 阿部八千代
・日放技の勤続表彰に関して
監事 横田 浩
委任 仲田 智彦
＊勤続 30 年 富山芳丈、小泉伸一、臼庭等、
議長： 長谷川光昭
書記： 川又 誠
山中敏、松田茂、小島忠次、宮本勝美、
【報告】
西部雅和、鈴木達也、今野孝弘(敬称略)
Ⅰ.平成 28 年度研究会事業進捗状況・平成 29
＊勤続 50 年 畠山六郎（敬称略）
年度事業計画・予算案（4F 小研修室）
以上本会として日放技に推薦した
Ⅱ.理事会（技師会事務所）19：30～21：00
次回 1 月 13 日（金）18：00 より
【１】 日放技・北関東地域報告
横田日放技北関東地域理事報告
『研究会等開催報告』
【２】 会長報告 長谷川会長
《放射線検査のための手話講習会報告》
【３】 日放技 業務拡大に伴う統一講習会
日時：平成
28 年 8 月 31 日（水）18 時 30 分～
消化管基礎講習
場所：城西病院
【４】 第 23 回茨城県技師会・医療大学放射線技
参加者：20 名（会員 9 名、非会員 11 名）
術科学科懇談会
村木常務理事

平成28年11月（第 4回）理事会議事録

【５】 読影の補助に関する講習会 開催報告
【６】 第 32 回日本診療放射線技師学術大会
【７】 老人ホーム慰問 9/19 スプレールみのり
【８】 ソフトボール大会 10/23
【９】 県との共催事業「がん予防・検診＋ピン
クリボン+放射線展」内原イオン 10/30
【１０】 レントゲン週間「ピンクリボン放射線展」
11/3 イーアスつくば
【１１】 日放技 基礎講習「消化管撮影」11/3
【１２】 第 35 回茨城県診療放射線技師学術大
会進捗状況
【議事】
【１】H28 年度県知事・保健福祉部長表彰候補者
保健福祉部長表彰候補者 宮本勝美
県知事表彰候補者 小原孝夫、横田 浩
鈴木達也（敬称略）
上記の 4 名が表彰委員会から推薦があった
【２】平成 29 年度統一講習会・基礎講習会等につ
いて
五反田理事
【３】第 35 回茨城県診療放射線技師学術大会につ
いて報告
川村理事
【４】平成 29 年度各部門・研究会事業計画
予算案について討議
野澤理事
【５】慶弔、講演料について
【６】その他
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《第111回超音波研究会 腹部領域の血
管超音波検査の講演会》
開催日時：平成 28 年 9 月 10 日(土)
開催場所：つくばメディカルセンター病院
参加者：会員 26 名，非会員 13 名

《「放射線展+ピンクリボン」開催報告》

《第12回茨城放射線腫瘍研究会》

開催日時：平成 28 年 11 月 3 日（木）
開催場所：イーアスつくば ２Ｆ
参加者：会員 10 名、非会員 6 名（学生：5 名、
その他：1 名）来場者 250 人以上

開催日時：平成 28 年 10 月 1 日（土）
開催場所：ひたちなか総合病院
参加者：98 名（会員 24 名，医師 22 名，看護
師 20 名，その他 32 名）

《第34回県北医療画像懇話会報告》
日時：平成 28 年 11 月 4 日（金）
場 所：日立総合病院 A 棟 5 階 AB 会議室
参加者：38 名（会員 33 名、他 5 名）

《第112回超音波研究会報告書》
開催日：平成 28 年 10 月 14 日（金）
開催場所：水戸医師会館 1F 講堂
参加者：総参加者 90 名、
（診療放射線技師
名：内訳 会員 22 名、非会員 8 名）

《放射線科見学・交流会報告》

30

開催日時：平成 28 年 11 月 5 日（土）
開催場所：古河赤十字病院
参加者：会員 13 名，非会員 5 名,一般 23 名
（うち聴覚障害者 13 名）

《茨城県がん検診推進月間「がん予防・
検診＋ピンクリボン＋放射線展」開催報告》
開催日時：平成 28 年 10 月 30 日（日）
開催場所：イオンモール水戸内原 ２Ｆ
参加者：会員 18 名、非会員 6 名（学生：6 名）
一般来場者約 300 人強

《第113回超音波研究会報告書》
開催日：平成 28 年 11 月 11 日（金）
開催場所：水戸済生会総合病院丹野ホール
参加者：参加者 17 名(会員 13 名、非会員 4 名)
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《放射線管理士部会事業報告》
開催日時：平成 28 年 11 月 13 日（日）
開催場所：茨城県立医療大学 実習棟 2
放射線管理学実験室
参加者：25 名（会員：20 名、非会員：5 名）

場 所：日立総合病院ＡＢ会議室
参加者：45 名（診療放射線技師 37 名
理学療法士４名、作業療法士１名、
言語療法士１名、学生１名）

≪ お 知 ら せ ≫
第114回超音波研究会開催案内
日 時：平成 29 年 2 月 4 日(土) 午後 2 時～
場 所：水戸済生会総合病院 丹野ホール
参加費：会 員 1500 円、非会員 3000 円
参加申し込み期限： 平成 29 年 1 月 10 日（火）
メールアドレス：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

第 9 回放射線治療技術研究会開催案内
《Ｈ28年度読影の補助夜間基礎講習会》
＊県南会場
日 時：平成 28 年 12 月 1 日（木）19 時～
場 所：茨城県立医療大学 中講室
参加者：27 名 診療放射線技師 20 名
(会員：17 名，非会員 3 名)、理学療法士 2 名
作業療法士 2 名，学生 2 名，大学院生１名」

日 時：平成 29 年 2 月 5 日(日)13:00～17:00
場 所：筑波メディカルセンター病院
参加費：無料（会員） 500 円（非会員）
問合せ先：水戸赤十字病院
放射線技術課
E-mail：hi-shioya@mito.jrc.or.jp

撮影技術研究会講演会開催案内
日 時：平成 29 年 2 月 25 日（土）16 時～
場 所：筑波メディカルセンターTMC ホール
参加費：無料（会員） 500 円（非会員）
問合せ：結城病院早川聖治（TEL0296-33-4161）

《会

＊県北会場
日 時：平成 28 年 12 月 14 日（水）19 時～

員

動

向》

会員数：694 人 （2016.12.16 現在）
入会；
飯塚 正樹 山王台病院
礒岩 哲朗 石岡循環器科脳神経外科
峯岸 優太 水戸協同病院
本田 陽子 石岡市医師会病院
森戸 克敏 結城病院
常見 陽介 石岡市医師会病院
飯田 綾香 水戸済生会総合病院
峯岸 結希 東京医科大学茨城医療センター
高山 忠司 県南病院
野添 咲紀 筑波メディカルセンター病院
片平 鈴乃 筑波メディカルセンター病院
村上 竜彦 土浦協同病院
植竹 一仁 総合守谷第一病院
（敬称略）
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