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平成２８年度（第 ５回）理事会議事録
日時：H29 年 1 月 13 日（金）18：00～19：00
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，舘野 誠 梶山 裕晃，
川村 拓，仲田 智彦，沼尻 俊夫，根本 宏之，
野澤 哲也 五反田 留見，宮本 勝美，水木一
弘，井上 博昭, 村中 博幸，阿部 八千代
監事 横田 浩
委任 山下 ひろみ 波多野 浩嗣
議 長 ： 長谷川 光昭
書 記 ： 川又 誠

【報告】
【１】 日放技・北関東地域報告 横田日放技
北関東地域理事 （資料１）の説明
【２】 会長報告 長谷川会長
・（資料２）の説明 ・（資料３）の説明
・診療放射線技師の養成教育に関する要望書
・茨城県 原子力災害医療協力機関に係る説明
会 12/14 JARTに6人登録
・茨城県立医療大学付属病院開院20周年記念
式典 12/18
【３】賀詞交換会 茨城県 1/11 小原常務理事
【４】 読影の補助に関する講習会12/1 12/14
村木常務理事 （資料4）の説明
アンケートより、講演会の内容を動画として
閲覧できるようにできないか要望有り
次回は3月の昼間に筑波メディカルセンター
病院で行う
【５】 環境放射線部の運営について
12/5 沼尻理事 長谷川会長、沼尻理事、佐
藤斉氏、鈴木事務員と業者とで打合せをした
技師会の要望をクリアーできたので契約書を
交わしていく
【６】 日放技 業務拡大に伴う統一講習会
鹿島勤労文化会館2/18・19 五反田理事
現在16名の申込みで2月5日締切り
【７】第35回茨城県診療放射線技師学術大会
進捗状況川村理事 （資料５）の説明
タイムテーブル 現在11題であるが最終的に
15題位になりそうで学術会議で決める
市民公開講座のポスターを作成中である
【８】機関紙「ときわ」について小原常務理事

E-mail mailbox@iart-web.org
12月に発送した 会員の投稿等お願いしたい
【９】その他
・平成28年度県知事・保健福祉部長表彰式出席
長谷川会長
・県知事表彰 横田 浩、小原 孝夫、鈴木 達也
保険福祉部長表彰 宮本 勝美（敬称略）
表彰式 2/14県庁で行う
・コムセップの参加に関して 長谷川会長 （資
料６）参加登録が必要なので理事の方に登録
をお願いしたい
・学術マニュアルに関して 根本理事
マニュアルの一部を変更する予定なので後日
報告する

【議事】
【１】 平成29年度事業計画・予算案
野澤理事 （資料７）
平成29年度の予算は28年度の決算はできてい
ない中での報告になるが現状までの執行状況
を踏まえて赤字の予算を立てた（過去の状況
踏まえて作成した）。
賛助会員を増やす協力をお願いしたい
収支予算書の大枠の変更はないのでここで、
承認をしてもらいたい
事業計画案を確認した
【２】 平成29年度定時総会について 準備・
スケジュール 6/11 宮本理事
・例年通りの予定で5月15日に印刷，5月28日
までに会員の手元に発送する
・3月31日までに事業報告書で会計報告は3月5
日に出る大方まとまる
法人の報告もあるので例年通りに行いたい
最終報告は野澤理事までに送る
【３】 原子力災害医療協力機関の申請に向け
て 長谷川会長
【４】 平成29・30年度日放技代議員について
長谷川会長
日放技の代議員として茨城県から4名の定数
があり、前回と同様に長谷川会長、鈴木副会
長、川又副会長、小原常務理事が立候補した。
補欠として村木常務理事が立候補した
【５】 平成29年度統一講習会、基礎講習会、
フレッシャーズセミナーについて 五反田理
事

・統一講習会は、次年度は3回行う
曜日はすべて日曜、月曜開催で行う
7月16日・17日 日立総合病院、10月8日・9日
県西地区、2月11日・12日つくば国際大学
・基礎講習 ＭＲ研究会に計画してもらう
・フレッシャーズセミナー 5月21日に県立医
療大学でおこなう
【６】 教育委員について
五反田理事が退任するため県立医療大学の石
森先生に依頼する
理事の定数に関しては，1名欠員のままとする
【７】 第35回茨城県診療放射線技師学術大会
について 川村理事
【８】 技師会運営について 規程の改定等 小
原常務理事
慶弔に関して検討中である
会員の謝金も検討中
【９】 その他
・技師会入会者の承認に関して 小原常務理事
（資料８）
新入会員の承認をお願いしたい
現在会員数693名となった
以上の事に関して審議した →賛成多数で承
認された
次回 4月12日（水）18：00より

《 第15回 鹿行心臓イメージング研究会 》
開催日時：H29.1.11 19：00～20：30
開催場所：鹿島セントラルホテル
参加者 ：会員４名（うち講師：1 名）、
非会員 10 名、医師：22 名

≪ 行 事 報 告 ≫
《平成28年度 消化管研究会 講演会》
開催日時：H28.12.8 19：00～21：00
開催場所：茨城県総合福祉会館 4Ｆ小会議場
参加者 ：会員 22 名、非会員 4 名

《 第133回 RI 研究会報告 》
開催日時：H29.2.3 19：00～21：00
開催場所：総合病院 土浦協同病院
参加者 ：会員18名、非会員 4 名、その他 9 名

《H28年度読影の補助夜間基礎講習会(２)》
日 時：H28.12.14（水）19:00～20:30
場 所：日立総合病院 ５階会議室
参加者：45 名「診療放射線技師 38 名
（会員：37 名，非会員 1 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」

《 第114回超音波研究会
腹部ハンズオンセミナー(初級編) 》
開催日時：H29.2.4
開催場所：水戸済生会総合病院 丹野ホール

参加者

：会員 23 名、非会員
名
5 名、臨床検
検査
技師 12 名

《第 4回つ
つくばＲＴカ
カンファレン
ンス》
《第
第 9回放射線
線治療技術研究会》
開催日時：H29.2.5(日)
ンター病院
開催場所：筑波メディカルセン
参加者 ：会員30名，非会員177名, 学生 7 名

催日時：H299.2.18
開催
開催
催場所：オー
ークラフロン
ンティアホテ
テルつくば
アネ
ネックス「昴
昴」
参加
加者 ：会員
員 13 名，非
非会員 18 名，計 31 人

《県
県西地区会
会学習会》
開催
催日時：H299.2.23 18:330～20:00
開催
催場所：茨城
城西南医療セ
センター病院
参加
加者 ：会員
員 17 名 非
非会員 5 名（放射線技
師 2 名、臨床工学士：3 名）
名

《 第 8回乳腺研究会
会 》
開催日時：H29.2.10 18：45～
～20：30
開催場所：茨城県総合福祉会館
館 小研修室
室A
参加者 ：会員 20 名、非会員
名
2 名、
その他 7 名(講師・企
企業)

《 平成28年
年度第 2回 M
MR 技術研
研究会 》
開催
催日時：H299.2.25(土) 13:30〜17:00
開催
催場所：茨城
城県県南生涯
涯学習センター
参加
加者 ：会員
員25名、非会
会員 9 名、そ
その他 2 名

《第
第115回超音
音波研究会報
報告書》
開催日：HH29.2.10（金）
開催場所：水戸医師会館 1F 講堂
堂
参加者 ：会員 15 名、非会員
名
3 名、他 26 名

《 平成28年度第 2回
回 撮影技術
術研究会 》
開催日時：Ｈ29.2.25（土）16：00～17：330
開催場所：筑波メディカルセン
ンター病院
参加者 ：会員 13 名、非会員
名
4名

《 第15回放射
射線安全講
講習会 》
開催日時
時：H29.2.26
開催場所
所：茨城県立こども病
病院
参加者 ：会員25名，非会員
員 7名,一般 1名
1

《第13回
回茨城放射線
線腫瘍研究
究会》
開催
催日時：H299.3.11
開催
催場所：つくば国際会議
議場（つくば市）
参加
加者 ：95 名（会員 222 名，非会員
員 71 名，
生 2 名）
学生

《H228年度第 ２回
回読影の補助
助に関する講
講習会》
開催
催日時：H299.3.11
開催
催場所：筑波
波メディカル
ルセンター病院
参加
加者 ：88 名 診療放
放射線技師 64 名
(会
会員：39 名，非会員 25 名）
臨床
床検査技師 18 名，学生
生6名

《平成228年度 第 1回被曝低減セミナー》
開催日時：H29.2.26
開催場所：茨城県立こども病院
院
参加者 ：会員 28 名、非会員
名
2名

《定
定時総会のお
お知らせ》
開催
催日時：６月
月11日（日）
10時～講演会
1
会、11時～総
総会予定
詳細は後報
詳
場所
所：茨城県総
総合福祉会館
館

≪ 会 員 動 向 ≫
１．現在の会員
員数………6672名(2017
7.3.31)
２．入会
萩原
萩
瑞乃 東京医科大
大学
霞ヶ浦茨
茨城医療センター
小森
小
慶太 茨城県立こども病院
院
３．転入者
大森
大
修
療システム株式会社
セコム医療

