
 

平成 30 年度 第 12 回常務理事会議事録 

 

 
1. 日 時  平成 31 年 3 月 13 日（水）19:00～20:30 

2. 場 所  （公社）宮城県放射線技師会館 

3. 出席者 常務理事現在数 10 名（会長、副会長を含

む） 

出席理事 10 名監事 1 名 

会長  立花 茂 

副会長  安彦 茂、小山 洋 

理事  長谷川圭三、山中 一臣、菱沼 誠 

高橋 聖一、本舘 広樹、伊藤 道明 

監  事   佐藤 直 

欠席者 なし 

4. 開会および議事録作成・署名人の指名 

立花会長から第 11回常務理事会開催宣言し、議事録

作成者：小山副会長、議事録署名人に高橋理事、安

彦副会長を指名した。今後の行事予定を確認し議事

に入った。 

5. 議事 

審議事項 

（1） ２０１９年度事業計画・予算案について 

山中総務部長より２０１９年度総会資料作成に当た

り、タバタ印刷のゴールデンウィークの休日係るた

め、いつもより早期の締め切りが示された。５月１

０日の発送だが、原稿締め切りは４月５日、会計だ

け別にしてほしいとの安彦副会長の希望があり、別

刷りにして４月２６日の締め切りとした。総会資料

の内容については、細かい誤字・脱字等を確認し修

正を行った。 

（イ）スキルアップビデオカンファランスの実施方

法について 

菱沼学術部長よりビデオカンファランスの実施方法

について説明があった。立花会長よりスキルアップ

ビデオカンファランスの運用方法を文書化して次回

の理事会で諮るよう指示があった。 

（ウ）第９回東北放射線医療技術学術大会について 

立花会長より 3 月 10 日（日）に大会委員（技術学

会委員 10名、技師会 10名）による事前打ち合わせを

行う旨が報告された。前回報告通り、開催日は 2019

年 10 月 26 日（土）・27 日（日）に仙台国際センタ

ーで行われる。大会テーマは、「 Beyond all 

Radiversity」~マルチモダリティの聲~で、市民公開

講座については、同日に仙台市主催のピンクリボン

講演会を開催する予定である。（別紙資料提出） 

（4） 日本診療放射線技術学術大会について 

立花会長より会場視察及び第１回合同会議が 3月

15日（金）に行われる旨の報告と当日のスケジュー

ルの確認があった。本会から 4名の理事の方に参加

する事になっていて、会場視察・合同会議の内容に

ついては別紙資料にて説明が行われた。日曜日の外

国人見学ツアーの予定視察では、瑞鳳殿→青葉城跡

→東北大学病院の見学が行われる予定だが、立花会

長、安彦副会長、小山副会長の自家用車で移動する      

こととなった。 

（5） 会報の印刷代について 

広報部長より、今回の広報誌から紙質を一段階落

として印刷代の値上げに対応した。常務理事会で

確認したが問題ないとの事だった。次回からの印

刷もこの紙で印刷することとした。 

（6） 山元町健康祭りについて 

本舘法人部長より昨年と同じ内容にする方向で調

整していることが報告された。詳細は来年度依頼さ

れてからとのことだった。 

（7） その他 

・漏洩線量測定のサーベイメータについて 

  本舘法人部長より漏洩線量のサーベイメータの

校正について見積書が提出され、確認後に了承

された。 

報告事項 

（１）総務部  

ア、日放技生涯学習カウント申請状況 

・2/15 第 44回スキルアップカンファランスイベ

ント申請 

・3/1 第 58回宮城 MR 技術研究会カウント申請 

イ、その他 

第 1回みやぎ運動器画像研究会 3月 2日 

参加者 87 名 会員 43 名 

8月 24 日 技師長副技師長研修会 戦災復興記念 4 

回 3/3 研修室予約済み 

ウ、総会までのスケジュール 

報告書参照 

（２）法人部  

・漏えい線量測定事業予定確認 

3月 9日（土）曽我内科こどもクリニック 

※漏洩線量測定班より 2019年度から小倉整形外

科が追加になるとの報告あり。 

（３）学術部  

ア、スキルアップカンファレンス 

日時：平成 31年 3月 20日（水）19：00 

場所：東北大学病院 歯科セミナー室 外来棟

地下 1階 

内容：「CT・MRIの脳血管障害画像診断ソリュ

ーション」講師：キヤノンメディカル株式会社 

   東北支社 営業推進部 CT担当 大西 輝法 

東北支社 営業推進部 MR担当 淀 健治 

イ、来年度の業務拡大に伴う統一講習会予定 

   来年度は 5回予定（地方開催は最後、以後は

東京開催） 

    平成 31年 5月 18日-19日 東北大学 

    平成 31年 6月 8日-9日 石巻日赤病院 

    平成 31年 7月 20日-21日 東北大学病院 

   まだ正式決定ではありません 

ウ、放射線業務管理委員会報告 

   仙台市委託相談業務執行会議 

    ・日時：平成 31年 2月 25日 19：00～ 

   ・場所：仙台市立病院 

   ・議題：仙台市委託相談業務執行 

エ、宮城県放射線技師会総合学術大会 

  ・日時：平成 31年 5月 25日（mission東北が



山形で開催予定） 

  ・場所：仙台サンプラザ ローズ（定員 80人） 

  ・内容：未定 

（４）福利厚生部  

  総会・表彰祝賀会写真撮影について 

3月 4日（月）瀧谷氏に写真撮影の件をお願いし

た。引き受けていただけるとの返事を貰った。 

（５）広報部  

  ア、会報 91 号発刊について 

(1) 発刊日程 3 月 1日発刊 

(2) 発行部数 740 部 

(3) 印刷発送費用 558,146 円 

(4) 発送先 711 通(713 冊) 

イ、 ホームページの更新・メールマガジン配信 

1 月分 

 第 28 回みやぎ CT リフレッシャーズ研究会 

第 28 回日本乳癌画像研究会 

山形県での統一講習会 

放射線機器管理士」及び「放射線管理士」の

「過去問題」について 

電離放射線障害防止規則の規程に係る周知(放

射線従事業務者の線量測定)について 

「原子力事故後の甲状腺健康モニタリングの

あり方について~WHO 国際がん研究機関の報

告より~」の案内 

電離放射線障害防止規則の規程に係る周知(放

射線従事業務者の線量測定)について(*リーフ

レット URL の変更連絡) 

 医師などの医療関係職種の免許証で旧姓の併

記について 

 第 44 回スキルアップカンファレンス 

 第 69 回宮城消化管撮影研究会 

 2019 年度第 1 回統一講習会 

（６）財務報告 

今回なし、次回報告 

（７）事務局報告  

長谷川事務局長より、会員 1名のご逝去に対し、

お通夜に出席したとの報告があった。 

・新入会員 1名 

・再入会 なし 

・県内異動 3名 

・退会 物故者１名 

・転出 なし 

・転入 なし 

・会員数 546（489）名 

（８）その他 

ア、平成 30年度東京電力福島第一原子力発電所 

事故対策みやぎ県民会議幹事会報告が小山副会

長よりあった。（別紙資料参照）                                

  イ、事務局長より事務局板垣さんの退職により

タックシール印刷の準備が遅れる可能性がある

のでなるべく早く連絡してほしい。 

ウ、次会の常務理事会を 4月 3日変更して総会

資料作成に対応したい。 

以上で審議・報告等を終了し議長を解任、小山副

会長が閉会の辞を述べ、20時 30分閉会した. 

 

 

平成 31年 3月 13日 

議長 会長  立花 茂 

 

議事録署名人 理事 高橋 聖一 

理事 安彦 茂 

 

監  事   佐藤 直 


