
 

 

 

平成３０年度 第１回理事会議事録 

 

 

 

1 日時 平成３０年４月２５日(水) 

１８：４５～２０：５０ 

2 場所 （公社）宮城県放射線技師会館 

3 出席者   

会長 立花 茂 

副会長 安彦 茂、 小山 洋 

理事 長谷川圭三、 本舘 広樹、菱沼 誠、

  

山中 一臣、伊藤 道明、高橋 聖一 

佐々木 喬、笠松 信隆、 小野 芳文 

児玉 修一、鎌倉 克行、長谷川 志賀子 

阿部 久義、坂本 博、 荒川 信 

田屋 幸巳、吉川 和行、 榊田 秀晴 

坂元  健太郎、福田 真紀、佐々木 正臣 

八島 幸子 

監事 佐藤 直、前谷津 文雄 

理事の現在数（会長、副会長を含む）２６名のう

ち、出席理事 ２５名 欠席者：吉川 和行 

立花会長の挨拶の後、第１回理事会が成立して

いる旨報告し、立花会長が開会を宣言した。 

定款第６章第３８条議事録作成により、議事録

作成者、安彦 茂、議事録署名人、荒川 信理

事、八島 幸子理事を任命した。 

4 議事 

(1) 平成２９年度第７回議事録確認 

長谷川事務局長より、議事録は確認済みと報告

された。 

(2) 経過報告および行事日程の確認 

前回理事会以降本会に関連した事業経過等、お

よび、６月までの関連行事等日程について確認し

た。 

 (3) 審議事項 

ア  第５回総会について   

 ・平成２９年度事業報告、平成２９年度決算報

告、および平成 30年度事業計画の確認 

平成２９年度事業報告について、各部から報告

が行われた。また、平成３０年度事業計画につい

て総会資料の確認を行い一部修正がされた。 

平成２９年度決算報告について  、安

彦副会長より説明がされた。平成２９年度は、寄

付金が多くあったため 224,500円の黒字決算であ

った。 

  平成２９年度事業報告、平成２９年

度決算報告の採決を行い全会一致で承認された

 。 

また、併せて第５回総会の運営職員等の確認、

総会の開催時間についての説明が行われた。

  

イ 放射線部門における医療安全セミナーについ

て   『造影剤の医療安全管理』（バイ

エル薬品） 、  線量管理に関する報

告（２施設： 中島病院 、東北大学病

院）、ランチョンセミナー『Ⅹ線線量情報の一元

管理システム〜Radimetrics 〜』（定員５０名

 ）の内容で開催。 

ウ 表彰者祝賀会について 

案内について、内容・日程の確認を行った。 

エ 山元町健康まつりでの出展依頼について 

      

本会の会誌を見て、3月中旬に会に依頼があっ

た。  ７月８日（日）に山元町防災拠点・

山下地域交流センターで開催。開催内容は、放射線

検査等の医療画像展示と説明・ピンクリボン活動紹

介、頸動脈エコー測定体験コーナー、頸動脈エコー

に関する講演会（県民講演会）を予定。また。放射

線被ばくに関する相談コーナーを設ける。 第２

支部、第３支部、法人部、関係会員より１３～１５

名程度を予定、可能であれば第四支部にも協力を依

頼する。１５万円の予算を計上。 内容の詳細に

ついて、常務理事会で確認し実施する。採決が行わ

れ全会一致で承認された 。 

オ  永年精励賞の既定の変更について 

     

前回の理事会で、表彰対象者リストを提示してい

ただき承認したが、OB部の会員より対象者であるが

漏れている方がいるとの指摘をいただいた。事務局

で調査したところ、現行の規定では定年等の理由に

よらずに、退会する月が早い場合には対象名簿から

漏れてしまうことが判明した。このため、年度の途

中で退会する場合にも表彰対象から漏れないように

規定の変更が必要となると説明がされた。 

執行部より、 

①現行の規定は、「年度年齢で６０歳を迎えたも

のに、永年精励賞を贈ることができる。」となって

いるが、これを、「年度年齢で６０歳を迎え当該年

度の４月 1日に在籍し、会費を完納したものに永年

精励賞を贈ることができる。」 に変更する。 

また、転勤等も考慮し選考基準の「１０年以上本県

技師会に在籍する」条件を外すこととする。この場

合、本会に入会後継続した１０年以上の会員歴は適

用しない。 



 

 

②平成２９年度の早い時期に退会したため永年精

励賞リストに入っていなかった方について、今総会

の永年精励賞受賞者に加える。 

1 および②について 採決を行い全会一致

で承認された 。 

  

キ その他 

・アンケート（妊娠中の MRI検査業務担当の現況と

非電離放射線の意識状況に関する調査）に対する対

応について 

内容の説明があり、立花会長より本アンケートにつ

いて宮城県放射線技師会に対する監修の要請依頼が

あったことが説明された。 

本件について、採決が行われ全会一致で承認され、

監修の要請を承諾する 。 

 

・監査報告 

佐藤幹事より、平成２９年度事業・会計についての

監査報告がされた。 

 

 

(4)報告事項     

   

ア  総務部報告  

フレッシャーズセミナー講師について 

KYTトレーニングを東北大学病院の田畑先生に依頼

した。 

昨年度の JART生涯カウント申請記録の一覧を作成

した。紙に印刷して記録として技師会館に保管 

第３９回スキルアップカンファランスのイベント申

請、第２８回青葉画像研究会のイベント申請 

 

イ 法人部報告    

  

メール医療被ばく相談について、2件実施した 

 

ウ 学術部報告    

  

・今後のスキルアップカンファレンス予定について 

第３９回スキルアップカンファレンス 

  ・日時：平成３０年５月１６日（火）19：00～  

  ・場所：仙台医療センター  

  ・内容：「画像等手術支援認定試験について」 

・講師：立石 敏樹（国立病院機構宮城病院） 

第４０回スキルアップカンファレンス 

・日時：平成３０年７月１８日（水）19：00 

・場所：仙台医療センター  

・内容：心臓 CTの基礎から臨床まで⑤ 

-心臓 CT読影補助の始め～ここまで読もう-  

         鈴木 新一（仙台厚生病

院） 

・内容：ボリュームアナライザー 

SYNAPSE VINCENTについて 富士フィルム 

・画像等手術支援認定試験（日放技主催） 

  ・日時：平成３０年６月１７日（日）13：00～ 

・場所：東北大学医学部第 1・第 2講義室 

  ・受験数：150名 

・放射線部門における医療安全管理セミナー 

・日時：平成３０年５月２６日（土） 

・場所：仙台サンプラザ 5Fカトレア 

案内ポスター作製した 

・来年度の業務拡大に伴う統一講習会予定につい

て 

・日時：６月９日（土）－１０日（日） 

・場所：大崎市民病院 

・日時：７月２１日（土）―２２日（日） 

・場所：東北大学医学部 

・日時：１０月２１日（日）、２８日（日） 

・場所：未定 

・日時：１１月１７日（土）－１８日（日） 

・場所：未定 

・日時：１２月１５日（土）－１６日（日） 

・場所：未定 

上記のうち１回第四支部（がんセンター）で開催 

 

エ 福利厚生部報告    

  

結婚祝い金申請について給付１件、申請１件 

 

オ 広報部報告 

HP更新・メールマガジン配信・Facebook、合計７

件、 

求人情報は法人部と広報部に連絡すること。 

カ 財務担当者報告    

  

４月会計報告 

1. ４月９日 現金残高  60,399円 

2. ３月１９日 カ）シマヅセイサクショ様より 

30,000円入金 

3. ３月２３日 コニカミノルタジャパン様より 

30,000円入金 

昨年度の会報印刷代金、固定資産税支払い済み。 

Ｈ３０.４．９現在、預金残高   

・ゆうちょ銀行 通常預金（ No.18100-15242091）

残高       ３，００４，４５４円 

・七十七銀行  ／ 本店 普通預金     

No.5884748         ６３０，１５１円 

   〃    ／  〃 〃      

No.9343903       ３，２５８，３６３円 

   〃    ／ 大学病院前支店 普通預金 

No.5162793     ２，０００，８０３円 

 

キ 支部長報告    

  

第一支部：６月開催業務拡大に伴う統一講習会報知 

第二支部：３月の研究会の開催報告 



 

 

 開催日：平成 30年 3月 24日 

 会 場：仙台医療センター 

 内 容：消化管・乳房・心電図・被ばくを一日で

ワンランクアップ！ 

支部研修会のメーカー共催について、常務理事会で

確認する。 

第三・四支部なし 

ク  委員会報告   

表彰委員会、 

平成 30年宮城県放射線技師会表彰について  

総会の表彰について、被表彰者確認案内等の確認を

行った 

 ケ  業務執行理事報告  

  

各業務執行理事より職務の執行状況の報告がされた 

・立花会長より職務の執行状況の報告がされた 

特になし。 

・安彦副会長より職務の執行状況の報告がされた 

決算書作成したが他は特になし。 

・小山副会長より職務の執行状況の報告がされた 

理事会に報告した以外に特になし。 

・山中理事より職務の執行状況の報告がされた 

叙勲文書作成に伴い、県の担当者と連絡等を行った

他は理事会に報告した以外に特になし。 

・本館理事より職務の執行状況の報告がされた 

山元町における医療画像展・健康講演会の開催の打

ち合わせを行ったが、その他は理事会に報告した以

外に特になし。 

・菱沼理事より職務の執行状況の報告がされた 

理事会に報告した以外に特になし。 

・高橋理事より職務の執行状況の報告がされた 

理事会に報告した以外に特になし。 

・伊藤理事より職務の執行状況の報告がされた 

理事会に報告した以外に特になし。 

・事務局より職務の執行状況の報告がされた 

遮蔽計算移管する受託事業について、仙台市への業

務委託契約見積書・契約書の提出を行った他は、理

事会に報告した以外に特になし。 

 

尚、今後業務執行状況の報告は第１回と第４回の理

事会で行う 

 

コ 事務局報告    

会員異動・会費納入状況 が説明された。 

 

サ その他      

・平成 30年度事業計画電子申請について  

小山副会長より報告、平成３０年３月２６日に長谷

川・安彦・前谷津監事・電子申請を行った 。６

月末までに事業報告の電子申請を実施する。 

・６月１６日（土）13時より実施する技師会館清掃

要員（３名）のお願い 

 

・公文書の発行について 

公文書の発行手順に従って発行する。支部も含め

て、発行する際は必ず事務局に問い合わせること。 

 

以上、全ての審議、報告が終了し、議長の立花会

長を解任、小山副会長が閉会の辞を述べ、20時 50

分閉会した。 

 

 

平成３０年４月２５日 

 

議     長 

会     長  立花 茂  ㊞ 

 

議事録署名人  

監  事 佐藤 直    ㊞ 

監  事 前谷津 文雄  ㊞ 

 

理  事 荒川 信   ㊞ 

理  事 八島 幸子   ㊞ 

 


