
 

平成 30 年度 第 3 回常務理事会議事録 

 

 
1. 日 時  平成 30 年６月１３日（水）18:30～20:30 

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（会長、副会長を含む） 

出席理事 10 名欠席理事なし監事 1 名 

会長  立花 茂 

副会長  安彦 茂、小山 洋 

理事  長谷川圭三、本舘 広樹、菱沼 誠  

高橋 聖一、山中 一臣、伊藤 道明 

監  事   前谷津 文雄 

4. 開会および議事録作成・署名人の指名 

第３回常務理事会開催を立花会長が宣言後、議

事録作成者：山中 一臣、議事録署名人に菱沼 

誠、小山副会長を指名し前回議事録の確認、HP

の予定表を確認し議事に入った. 

5. 議事 

会長挨拶 

立花会長より、第 5 回総会が無事終了したこと

が報告された。 

審議事項 

（１）日本診療放射線技師会総会報告 

立花会長より６月２日に行われた第 37 回日本診療

放射線技師会総会について報告された。 

・概ね原案通り承認された。 

・今まで日放技で開催してきた事業を地方レベルで

開催するようにしていく。 

・教育カリキュラムに画像診断学を追加していきた

い、臨床実習を見学型から参加型にしたい。 

・技師法も抜本的に変更していきたい。 

・選挙により、全員承認、執行部は中澤会長、佐野

副会長、笘篠副会長の体制で 2 年間行っていく。 

・日放技の財務について安彦副会長より報告された。 

（２）フレッシャーズセミナー日常業務編について 

 山中総務部長よりフレッシャーズセミナー日常業

務編について説明があった。日程は講師の都合を

確認し 9 月 29 日に開催することに変更し、目標参

加人数は 30 名、プログラムを確認し、宮城県内の

施設長宛てに、みちのく小町のパンフレットも同

封し発送することとした。 

（３）文化の日表彰候補者について 

山中総務部長より宮城県保健福祉部より文化の日

表彰の推薦について依頼があり、候補者の基準に

ついて協議した結果、安彦副会長を推薦すること

にした。 

（４）研究会への支援について 

山中総務部長より研究会への支援団体の選考の依

頼があった。メーカーが協賛していない団体、ま

た、昨年とは違う団体にしたい。各常務理事が各

研究会へ打診する事とし継続審議とした。 

（５）放射線測定器貸出講習会について 

本館法人部長より昨年同様に計画していると説明

があった。 

第 1 回：10 月 17 日会場は東北療護センター。 

第 2 回：平成 31 年 2 月 管理士学術大会に合わせ

て開催する予定で準備を進めてく事で了承され

た。 

昨年の受講者は 2 回で 25 名、貸出の実績は 2 回。

申し込みは所定の手続きで申請し、貸出期間は 2

週間である。 

（６）放射線装置精度管理測定について 

機器管理士班長より、DRL を測定するにあたり、

会員が勤務する個人病院を中心に行うこととした

いが、宮城県放射線技師会より依頼状を送付して

いただきたいと申し出があった。依頼状は公文書

扱いとするが、測定するまでの段取りなどを機器

管理士班長と再考してから、次回常務理事会で再

審議することとした。 

（７）放射線業務管理講習会等への派遣について 

菱沼学術部長より、医療放射線安全管理講習会と

医療機関のための放射線安全管理講習会の主催者

が異なる 2 つの講習会に派遣したいと提案があっ

た。前年の実績として一人当たり 3 万円前後とな

る。派遣人数は１から２名、予算について審議

し、日程が決まり次第、予算に計上していない事

業なので、新規事業として理事会で審議すること

とした。 

（８）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現状につ

いて説明があった。施設より貸出依頼がある場合

は、容易にできるが、日放技のカウント申請をす

るためには、遠隔地で複数の施設で開催する事、

ＨＰなどで広報する必要があり煩雑。遠隔地で開

催しポイントを取るにはビデオを貸し出事業は需

要があると思われる。ポイント申請可否に関わら

ず、まず実施できる体制を作り事業を進めていく

事とした。 

（９）その他  なし 

報告事項 

（１）総務部 山中総務部長 

・総会の出席者は 62 名だった。会計報告は委任状の

受取人払い請求がまだなので、会計報告はまだで

きない。 

・カウント申請 

第 28 回青葉画像研究会参加者登録 

第 39 回スキルアップカンファランス参加者登録 

放射線部門の医療安全管理セミナー参加者登録 

第 67 回宮城消化管撮影研究会イベント申請 

・フレッシャーズセミナー 

申し込み人数は 16 名、情報交換会申込者は理事が

12 名、会場はへその緒。 

・宮城消化管研究会の後援申請があり、事務局に報

告することとした。 

（２）法人部 本舘法人部長 

・元気やまもとみんなの健康まつりについて、チラ

シは山本町からの要請があり、技師会負担で 200

部作成した。当日の駐車場について確認した。山

本町より本会会長へ式典への出席依頼があり、出



席する方向で準備している。 

・ピンクリボン推進委員会 

 スマイルウォーク今回は行わない、代わりに仙台

駅東口東北福祉大学（TFU）で講演会などを行

う、規模は 100 名、本会から 2 名が講演をする。

エコーについて、東北医科薬科大学の鈴木先生に

打診中である。パネル展示などのブースに関して

は確認中である。 

（３）学術部 菱沼学術部長 

・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：仙台医療センターメディカルトレーニング

センター2 階 

 内容：「画像等手術支援認定試験について」立石 

敏樹（国立病院機構宮城病院） 

43 名参加 会員 35 名 

・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 メディカルトレーニン

グセンター2 階 

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  

・医療安全セミナー 

日時：5 月 26 日（土）場所：サンプラザ 

参加者 60 名 ランチョンセミナー弁当 45 個 

・画像等手術支援認定試験 

日時：平成 30 年 6 月 17 日（日）13：00～予定 

 場所：東北大学医学部第 1 講義室 

 受験定員：150 名 

 現地スタッフは学術部から出す予定である。 

・平成 30 年度統一講習会の予定 

 平成 30 年 6 月 9 日（土）10 日（日） 

大崎市民病院 参加者 22 名 

 平成 30 年 7 月 21 日（土）22 日（日） 

東北大学病院 申込者 31 名 

 平成 30 年 10 月 21 日（日）28 日（日） 

場所 東北大学 

 平成 30 年 11 月 17 日（土）18 日（日） 

場所 未定 

 平成 30 年 12 月 15 日（土）16 日（日） 

場所 県立がんセンター 

・宮城県放射線技師会総合学術大会 予定 
   講演 1 佐野幹夫 日本診療放射線技師会副会長  
   講演 2 野口雄二 元日本画像医療システム工業会 

部会長 
（４）福利厚生部 高橋福利厚生部長 

・表彰祝賀会報告 
受 賞 者：14名 

 会  員：26名（福利厚生役員 3名含） 

賛助会員：17名 

合  計：57名 

昨年度より飲食代が 300円の値上がり、財務より

補填された。記念写真は送ることとした。 

・結婚祝い金について  

第 3支部長より申請があった。 
（５）広報部 伊藤広報部長 

・ホームページの更新を 4 回おこなった。 

（６）財務部報告 安彦副会長 

各部に渡している金額を確認する目的で資料に記

載しているので、各自確認をお願いする。 

（７）事務局報告 長谷川事務局長 

 会員異動の報告がされた。新入会員は３名。 

会員数 518（465）名 

（８）その他 

 ・小山副会長より、宮城医療安全協議会の幹事会

の報告あった。詳細は次回常務理事会で報告する 

 ・立花会長より、会員を増やしていきたい。次回

理事会で会員獲得をする方法を検討する。常務

理事も積極的に検討してもらいたい。 

  

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 20 分閉会した. 

 

 

 

 

 

平成 30 年６月 13 日 

議長 会長  立花 茂 

 

議事録署名人 理事 小山 洋  

理事 菱沼 誠 

 

監  事      前谷津 文雄 

 


