
 

平成 30 年度 第 11 回常務理事会議事録 

 

 
1. 日 時  平成 31 年 2 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７名（会長、副会長を含む） 

出席理事７名監事 1 名 

会長  立花 茂 

副会長  安彦 茂 

理事  長谷川圭三、山中 一臣、菱沼 誠 

高橋 聖一、本舘 広樹、 

監  事   前谷津文雄 

欠席者 小山 洋、伊藤 道明 

4. 開会および議事録作成・署名人の指名 

常務理事会開催前に立花会長からご逝去された会員

に対し、出席理事全員で黙祷をささげた。その後、

第 11回常務理事会開催宣言し、議事録作成者：高橋

理事、議事録署名人に山中理事、菱沼理事を指名し

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、各部事業計画案の作成をお願いしていたが、ま

だ提出していない事業部があるので早急に提出をお

願いしたいとの申し出があった。 

安彦副会長より予算案の一部修正を行った事の説明

がなされた。（財務部資料参照） 

本舘法人部長より医療画像展パネル作成の為の予

算書を提出していたが、2019年度予算項目を会議

費に変更する事と、山元町健康まつりの予算書の実

務員数を 15人から 13人に減らし、2つの事業の予

算額を減額したいとの申し出があった。また、漏え

い線量測定事業の施設数を 15施設で予算計上して

いたが、実際は 17施設であった為、予算書の修正

を行ったとの報告がった。 

（2） 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DVD作

成にもう少し時間画が掛かるとの説明が行われた。 

立花会長よりスキルアップビデオカンファランス

の運用方法を次回の常務理事会までに決めて欲しい

との要望が出された。 

（3） 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 1 月 15 日（火）に大会執行部による

事前打ち合わせを行ったとの報告がなされた。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~に決まっ

た。また、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。

そこで、市民公開講座を共催できないか仙台市に打

診を行った。仙台市運営委員としては、共催したい

との申し出があった。5 月に委員会があり、そこで正

式決定となる予定である。（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。本会から 4名の理事の方に

参加する事になった。また、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。 

4月 12日（金）に開催される第 75回日本放射線

技術学会総会学術大会の ITEM会場において中澤会

長と一緒に各企業に挨拶回りに参加できる理事を次

回の常務理事会の時に決めたい。また、ポスターや

名刺レイアウト作成を安彦副会長にお願いし、印刷

を長谷川事務局長にお願いした。 

（5） ２０１９・２０２０年度役員選挙について   

 立花会長より仙台医療センターから役員 1名を出

して頂いているが、他県への転勤になった為、後任

として 4月に仙台医療センターに他県から転勤され

る方がいるので、その方を理事候補に推薦したいと

の申し出があった。しかし、その方は日本診療放射

線技師会に所属していない為、宮城県放射線技師会

に入会すれば役員になれるのかとの質問が出た。 

長谷川事務局長より、定款上は問題ない為、話を

進めて頂く様に会長にお願いした。 

立花会長より第 2支部の東北医科薬科大学病院の

技師長に役員になって頂くようにお願いをした。本

人から今月末まで返事を待って欲しいとの申し出が

あったが、役員立候補〆切が 2月 24日である為、

期日に間に合う様に、再度お願いする事にした。 

（6） 会報の印刷代について 

立花会長より広報部長が休みのため、審議は出来

ないが、広報誌の紙質を変更して印刷代を抑えた

いと考えている。次回の理事会で決定したいとの

要望が出された。 

（7） 医療画像展パネル作成について 

本舘法人部長より医療画像展パネルが古くなった

為、新しく作成することを検討している。しかし、

2019年度中に作成する事は困難な状況にあるとの

報告がなされた。 

安彦副会長より一度に全部の展示パネルを作成す

るのではなく、毎年少しずつ作成を行ってはどうか

との意見が出された。 

本舘法人部長よりパネル作成について再度、部員

と話し合って決めて行く事にした。 

（8） その他 

・漏洩線量測定事業について 

  本舘法人部長より次年度の予算申請書の施設数

を 15施設と 2施設少なく計上していた。実際

は、17施設であった為、予算書の再提出を行っ

た。 

・会報の製本について 

長谷川事務局長より会報を A4版にしてから一度

も製本していない。そこで、予算は出していな

いが、今年度か来年度には行いたいとの申し出

があった。 

安彦副会長より、今年度の事業として行ってはど

うかとの意見が出され、今年度に行う事に決定し

た。 



・広報MART第 91号の寄稿について 

立花会長より、今回、岩手の高橋様に 5ページに

わたる特別寄稿を書いて頂いた。字数が約 5,100

字あり、謝金が 31,875円となるため、今回は

30,000円とした。謝金が 30,000円を超える場合

は、原稿内容を会長が精査して金額を決める事に

決定した。 

報告事項 

（１）総務部  

・2019年秋の叙勲候補者について 

 2月 5日に宮城県保健福祉部保健福祉課に叙勲候補

者の申請を行った。 

・日放技生涯カウント申請状況 

1月 11日 第 30年度放射線管理士・放射線機器管

理士支部研修会イベント認定申請 

1月 18日 第 28回みやぎ CTリフレッシャーズ研

究会イベント申請 

1月 25日 第 43回スキルアップカンファランスカ

ウント申請 

2月 8日 平成 30年度放射線管理士・放射線機器

管理士学術大会カウント申請 

第 28回みやぎ CTリフレッシャーズ研究会カウン

ト申請 

第 68回宮城消化管撮影研究会イベント申請 

第 58回宮城MR技術研究会イベント申請 

第 1回みやぎ運動器画像研究会イベント申請 

・総会までのスケジュール 

報告書参照 

（２）法人部  

・第 2回放射線測定器貸出し講習会報告 

日時：平成 31年 2月 3日（日）10:30～11:30 

場所：仙台医療センター・メディカルとレーニング

センター 

参加者：6名 

・放射線管理士・放射線機器管理士学術大会報告 

日時：平成 31年 2月 3日（日）13:00～17:00 

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 

参加者：50名 

・漏えい線量測定事業予定確認 

3月 2日（土）浜田クリニック 

3月 9日（土）曽我内科こどもクリニック 

（３）学術部  

・スキルアップカンファレンス開催予定 

 第 43回スキルアップカンファレンス 

 日時：平成 31年 1月 16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 

内容：心臓MRIの臨床経験 

講師：佐藤 丈洋（仙台厚生病院） 

参加者：20名（非会員 3名） 

第 44回スキルアップカンファランス 

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 C棟 

内容：CT・MRIの脳血管障害画像診断ソリュー

ション 

講師：大西 輝法（CT）キヤノンメディカル

（株） 

淀 健治（MRI）キヤノンメディカル

（株） 

・業務拡大に伴う統一講習会開催報告 

 日時：平成 31年 1月 19日（土）～20日（日） 

 場所：仙台医療センター 

 参加：31名 

・来年度の業務拡大に伴う統一講習会開催予定（5

回） 

 日時：平成 31年 5月 18日（土）～19日（日） 

 場所：東北大学病院 

 日時：平成 31年 6月 8日（土）～9日（日） 

 場所：石巻赤十字病院 

日時：平成 31年 7月 20日（土）～21日（日） 

 場所：東北大学病院 

残り 2回の開催候補施設として、石巻赤十字病院

と県立がんセンターを候補施設として考えてい

る。 

・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 3日（日）11:00～ 

場所：仙台医療センター 

議題：仙台市委託相談業務執行 

   平成 30年度放射線業務管理研修会について  

・放射線管理士・放射線機器管理士学術大会開催 

日時：平成 31年 2月 3日（日）13:00～ 

教育講演 1 

「医療法改正に伴う医療放射線安全管理について」～

行政の立場から～ 

講師：小野寺 保 
・放射線業務管理委員会からの報告 

「医療従事者の水晶体被ばくについて」 

講師：芳賀 喜裕（仙台厚生病院） 
・放射線業務管理委員会は共催の形 
・宮城県放射線技師会総合学術大会 

日時：2019年 5月 25日（土） 

（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名） 

内容：未定 

（４）福利厚生部  

  高橋理事より、第三支部会員（1名）の見舞金申

請がありましたので、2月 13日に郵送にて給付

したとの報告があった。 

（５）広報部  

  報告書参照 

（６）財務報告 

予算書参照 

（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、

弔電・弔慰金・供花を送ったとの報告があった。 

・新入会員 3名 

・再入会 なし 

・県内異動 1名 

・退会 1名 

・除籍者 2名 



・会員数 546（489）名 

（８）その他 

 前谷津監事より、山口さち子先生の研究で妊娠中

就業者のMRI配置について宮城県放射線技師会監

修のもと就業者用の手引きを作成する事になっ

た。立花会長と話し合い理事の方の意見をまとめ

て山口先生に出したいので、出来るだけ御協力を

お願いした。手引き原案は、理事全員にメールで

送りますので、ご意見を前谷津氏宛てにメールで

連絡して頂きたい。締め切りは、3月 1日となって

います。 

 

 

 

以上で審議・報告等を終了し議長を解任、安彦副

会長が閉会の辞を述べ、20時 30分閉会した. 

 

 

平成 31年 2月 13日 

議長 会長  立花 茂 

 

議事録署名人 理事 山中 一臣 

理事 菱沼 誠 

 

監  事   前谷津 文雄 


