
 

 

 

平成３０年度 第３回理事会議事録 

 

 

 

1 日時 平成３０年９月２６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：田屋 幸巳 

1名であった。 

 

立花会長の挨拶の後、第３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、小山 洋、議事録署名人、笠松 信隆 

理事、榊田 秀晴 理事を任命した。 

4 議事 

(1) 平成３０年度第２回議事録確認 

菱沼理事より、議事録はまだ作成中とのことで

確認できていないことが報告された。 

(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、７月末から 11月末までの関連行事等日程に

ついて確認した。 

 (3) 審議事項 

ア  宮城県放射線技師会総合学術大会について 

・現在 2題の演題応募に留まっておりこのまま

では厳しい状況である。演題締め切りを 10月 12

日（金）まで伸ばす予定である。最終的には 10～

12題としたいので、ぜひ理事の皆さんも自施設に

声がけして演題応募をお願いしたい。 

・ランチョンセミナーは富士フィルムにお願い

した。シンポジウムの演者、講演１，２について

も決定した。（プログラム別途参照） 

・来年 2019年、2020年の学術大会の時期の変更

についての提案があった。2019年は東北放射線医療

学術大会が、2020年には日本診療放射線技師学術大

会が仙台で秋に開かれることから、5月の総会前に

変更し行うのがいいのではないかと提案された。内

容の変更案についてもいろいろ議事に上がったが、

今回は結論が出ず、内容については後で決めること

とした。採決が行われ全会一致で承認された。 

 

イ 医療画像展の進捗状況について 

 ・大崎市については、笠松第 1支部長より、今年

は土日 2日間開催に戻ったが、昨年同様土曜日だ

けの 1日参加になったことが報告された。また、

検査技師会と合同で 2台での頸部エコーのブース

を行うこととした。昨年は日本診療放射線技師会

より東北開催県で手を挙げた宮城だけ補助があっ

たが、今年は秋田と 2分された上にノベルティグ

ッズ代込みでの補助に変更になり少なくなったこ

とが報告された。 

 ・角田市については、榊田第 4支部長より支部会

議で準備し 10名の参加があり、役割分担につい

て決めたことが報告された。また同一週に大崎と

開催されるため、本会が始まる前に使用する展示

パネルの仕分けを行った旨の報告があった。 

ウ その他について 

・各種表彰について 

第 47回医療功労賞受賞候補者小山田氏につい

ては、基準に達していなかったため受理されな

かった。現役であることの審査基準を確認でき

ていなかったためだった。平成 30 年度文化の

日表彰については受章者を平成 30年 10月 24日 

(水)の発表予定で、発表当日まで外部に対する

公表を差し控えることとした。同じく平成 30年

秋の叙勲 についても受章者が内閣府より連絡が

きたが 11月 3日発表まで公表を差し控えること

とした。報告事項として処理し、採決されなか

った。 

・西日本豪雨災害の被災者支援募金について 

 事務局で確認した振り込み票では 6名、3万 6

千円となっている。日放技の締め切りは 10月

末までとなっており、ぜひ協力をお願いした

い。 

 ・新入会の促進について 

技師長会議は今回開催できないが、学術大会の

後に佐野副会長を交えて懇親会を行い技師長あて

に参加していていただくようお知らせする。若い

人の会費の在り方とか、会報での会長からのお話

などいろいろアプローチしていくことが大事では

ないかと立花会長より報告・提案があった。 

 



 

 

・JART2018 年度表彰の推薦について   

笠松表彰委員会委員長より、永年勤続表彰 50 年対

象者 1 名、永年勤続表彰 30 年対象者 10 名の推薦が

あった。9 月 30 日の会費納入を確認して、11 中旬

までに準備することとした。理事会で承認事項では

ないが理事会での情報共有は必要であり、理事全員

の認識を同じにした。 

・業務検討委員会より派遣申請について 

 尾形委員長より「平成 30 年度医療放射線安全管

理講習会」に、放射線業務管理委員会から派遣を申

請され、全会一致で承認された。 

 

(4)報告事項      

ア 総務部報告  

・フレッシャーズセミナー日常業務編について 

日時 : 平成 30 年 9 月 29 月  

会場 : 東北大学病院 外来 C 棟 地下 1 階 歯科セ

ミナー室 9月 21 日現在 参加人数予定 16 名 

・カウント申請 

8月 3日 みちのくこまち第 3回東北地区合同勉強会

イベント申請  

8月 10日 第 27回みやぎ CT リフレッシャーズ研究

会カウント申請 

8月 17日第 57回宮城 MR 技術研究会イベント申請 

8月 24 日 第 41 回スキルアップイベント申請  

9月 7日 第 57回宮城 MR 技術研究会カウント申請 

9月 14日 第 8回宮城医療安全研究会カウント申請 

9月 21日 フレッシャーズセミナー日常業務編イベ

ント申請 

 

イ 法人部報告     

・ピンクリボン仙台推進委員会による講演会企画に

ついて 

日時：10月 21日(日) 13:30～16:00 

場所：東北福祉大学仙台駅東キャンパス２階 未来

の杜(115席) 

内容：乳がんの早期発見、早期治療の啓発を目的と

した「リレートークとパネルディスカッション」 

テーマ：『これからのピンクリボン活動を考える』 

本会より山中仁美さん(東北医科薬科大学病院)、長

谷川志賀子さん(東北公済病院)が演者で出演する。 

・放射線測定器貸出し講習会について 

第１回：平成 30年 10月 17日(水) 東北療護セン

ター討議室 、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。 

・漏えい線量測定事業予定 

10/17(水) 浜田 A＆Bクリニック 

10/27(土) 菅原医院 

 11/10(土) 毛利内科 

 11/16(金) 金沢内科胃腸科、岩沼中央整形外

科、本郷医院  

・メール医療被ばく相談 

 9/1(土) 医療被ばく相談  児玉さん対応 

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     

・第 41回スキルアップカンファレンス 

日時：平成 30年 9月 19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2F 

内容：心臓 CTの基礎から臨床まで⑥CTで分かる

こと 

負荷心筋 CTパーフュージョン(CTP)をどのように

臨床で生かすか 

菱沼 誠（仙台厚生病院） 

  ・参加：8名 

 

・今年度業務拡大に伴う統一講習会予定について 

・日時：10月 21日（日）、28日（日） 

場所：東北大学医学部 

日時：11月 17日（土）－18日（日） 

中止 

日時：12月 15日（土）－16日（日） 

場所：県立がんセンター 

日時：1月 19日（土）－20日（日） 

場所：仙台医療センター（予定） 

・来年度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５件、お見舞い金

申請１件 

 

オ 広報部報告 

・会報 90 号発刊について 

発刊日程は 9月 1日発刊予定で発送 9月 11日予定 

である。また、発行部数 720 部となっている。 

・ ホームページの更新・メールマガジンおよび 

facebook 配信(8月分)について 

第 8回宮城医療安全研究会開催やホームページ変更

2件のバナー掲示。 

カ 財務担当者報告       

・8月、9月分の報告があった。 



 

 

 

７月２１日 第２支部前渡金 200,000円 

７月２５日 現金手許化 500,000円 

７月２５日 キャノンメディカルシステムズ 

20,000円 

７月２５日 バイエル薬品（株） 20,000円 

７月２５日 （株）シバタインテック 20,000円 

７月２５日 コセキ（株） 20,000円 

７月２５日 現金手許化 500,000円 

７月２７日 アベシュウイチ 30,000円 

７月３１日 長瀬ランダウア（株） 20,000円 

７月３１日 北斗精器（株） 20,000円 

７月３１日 東日本メディカル 20,000円 

７月３１日 （株）日立製作所 20,000円 

７月３１日 フジフィルムメディカル（株） 

20,000円 

７月３１日 第一三共（株） 20,000円 

７月３１日 渥美興業（株） 20,000円 

７月３１日 （株）島津製作所 20,000円 

７月３１日 日本メジフィジックス（株） 

20,000円 

８月 ６日 GEヘルスケアジャパン 20,000円 

８月 ６日 堀井薬品工業（株） 20,000円 

８月 ８日 エーザイ（株） 20,000円 

８月１０日 シーメンスヘルスケア（株） 

20,000円 

８月１１日 利息 28円（１７＋１＋１＋９円） 

８月２１日 丸木器械（株） 30,000円 

８月２７日 コミカミノルタジャパン（株） 

20,000円 

８月２７日 現金手許化 490,000円 

８月２８日 法人部前渡金 300,000円 

８月３１日 ケアストリームヘルスケア 20,000

円 

８月３１日 日本メジフィジックス（株） 

30,000円 

８月３１日 岩沼泌尿器科クリニック 30,000円 

９月２１日 現金残高 399,046円 

 

Ｈ３０.９.２１現在、預金残高   

ゆうちょ銀行 通常預金（ No.18100-15242091）

残高        ２，５７４，４５４円 

七十七銀行  ／ 本店 普通預金        

No.5884748            １８９，６６４円 

  〃    ／  〃    〃         

No.9343903       ３，４２１，１４８円 

  〃    ／ 大学病院前支店 普通預金 

No.5162793     ２，３６３，２８３円 

 

キ 支部長報告    

  

第一支部：平成 30年度第 2回支部運営委員会開催 

  ・平成 30年 9月 14日（金）／大崎市民病院 

本院放射線室／出席者 11名 

   

第二支部：第 2支部総会・研修会のお知らせ 

日時：平成 30年 11月 22日（金）18：30～ 

会場：AER ６階 (仙台市中小企業活性化センター 

セミナールーム 

第三支部：３０年度第１回支部運営会議開催 

９月６日（木） JCHO仙台病院 会議室 

出席者 ５名 

第四支部：第四支部役員会 

日時：平成 30年 9月 13日（木）18:30～ 宮城県

立がんセンター技師室  出席者：12名 

 

ク 委員会報告   

ひばく対策委員会より 

鎌倉理事より、原子力災害医療に関わる研修に

参加できることになった。また原子力災害医療に

関わる基礎研修ｅラーニング研修について受ける

ことできるようになったので受講希望者は鎌倉理

事までメールで申請してほしい。 

 

サ その他      

・第 8回 宮城医療安全研究会幹事会報告 

日時:2018 年 9 月 7 日(金)17:00~ TKPガーデンシ

ティ仙台 21F 

演者紹介:特別講演「医療安全の観点から見た記録

の在り方」講師:聖隷浜松病院 看護次長 中野由美

子先生 事前申込者数 約 200 名 をこえ会場が狭

いのが懸念された。また土曜開催の是非について検

討され次回幹事会までの持越し事項となった、 

 

シ 事務局報告 

新入会員 7名、再入会 1名、県内移動 3名だっ

た。入会会員については拍手にて承認された。 

 

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９月２６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 笠松 信隆   ㊞ 

理  事 榊田 秀晴   ㊞ 

 


