
 

平成 30年度 第 5回常務理事会議事録 

 

 
1. 日 時 平成 30年 8月 8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 5回常務理事会開催を立花会長が宣言後、議事

録作成者に伊藤理事、議事録署名人に本舘理事、高

橋理事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、全国会長会議の報告があった。会

議の前に会長を交えて、技師会での問題点を洗い出

し、技師会入会促進と統一講習会の受講率を上げる

やクリニカルラダーの方法などを議題にグループワ

ークを行った。 

全国でも県技師会の問題と同じような問題を抱え

ている。診療放射線技師としての知名度を上げるに

は広報活動をしっかりとしていかなければならな

い。内容は会報 JARTに掲載されるので読んでいた

だきたい。 

 

審議事項 

1. 医療功労賞候補者の推薦について 

小山田さんの推薦ついて、高橋福利厚生部長

より推薦文作成の報告があった。グーグルドラ

イブに保存してあるので確認をしていただきた

いとのことであった。 

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 

菱沼学術部長よりスキルアップカンファラン

スのビデオの貸出し計画についての報告があっ

た。 

広報は、各支部に協力を得て、1か月前に公示してカンフ

ァランスを行う。また、ホームページなどでも

広報を行うとのことであった。 

3. 宮城県放射線技師会総合学術大会について 

 菱沼学術部長より特別講演の講演料と宿泊の件につい

て、どのようにするか質疑があった。会長よ

り、佐野副会長については JARTが支払い、野

口氏については、MARTより講師料のみ支払

い、交通費は実費ということの提案があった。 

 シンポジウムについては、学術部にて検討中というこ

とであった。演題についても少ないので、各職

場での申し込みをお願いしたいということであ

った。 

4. 会員入会促進方法について 

 会長より第 2回理事会における「会員促進のアイディ

ア」の話し合いのまとめを報告した。大きく分

けると、技師会の意義を広報するなどのアピー

ルが足りないのではないか、認定技師・専門技

師への支援、スキルアップ支援などをしていっ

てはどうか、会費の値下げ、非会員の把握など

であった。一番は技師会の意義を広報するとい

うことが重要なのではないか。また技師長副技

師長会議をマネージメント研修ではなく、技師

会の存在意義などの話し合う場にしていきた

い。特に若い世代の人たちに重要性をアピール

しに入会を促進させていくのが重要ではないの

か。スキルアップにつながるような、また日常

業務に直結するような研究会をバックアップし

ていく必要あるのではないか。学生にも技師会

の存在を広報し入会促進を行う。各研究会との

合同開催など行なったらどうか。 

今後の方向性としては、①広報活動に力を入れる。技師

長・副技師長からアピールをしてもらう。➁非会

員の把握ということで広い範囲に情報提供を行

う。➂既存の研究会とつながりを強めていく。 

5. 会費免除申請期間について 

立花会長より会員の出産時における会費免除

の申請があり、会員の事実関係を確認後、次回

の常務理事会で再審議を行う。 

6. 故障・事故事例調査（JART)について 

立花会長より JARTで行っている全国調査で

宮城県では栗原中央病院のみである。調査は 2

年前より行っており、半年に 1回行っている

が、報告書を出している施設が少ない。ただ、

宮城県で参加している施設が少ないので、理事

になっている施設に協力をお願いしたい。 

小山副会長より、一度宮城県内で実施して、

データを技師長副技師長会議などで共有してみ

てはどうかとの提案もあった。 

7. その他 

 本舘法人部長より貸出し事業で使用している電離箱サ

ーベイメータを校正に出したいとの提案があ

り、了承された。 

 会長より勉強会・研究会の後援に関する申請は、1回提

出してそのまま継続しているようなところが見

受けられるので、必ず年 1回提出してもらうよ

う広報していく 

 

報告事項 

1. 総務部 山中総務部長 

・9月 29日に予定しているフレッシャーズセミナー

の申込人数がまだ少ないので各施設での案内をお願

いしたい。 

第 47回医療功労賞受賞候補者の推薦について 

・カウント申請について 

2. 法人部 本舘法人部長 

・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 13:00～16:10 

場所：東北福祉大学仙台駅東キャンパス 2階 

テーマ：「これからのピンクリボンを考える～ネ

クストリボンに向けて～」である。これまでは乳

がん検診啓発が行っていたが、今後は早期発見に

よる治療に焦点を当てて活動を行っていくという

ことである。 

・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 21日（水）東北療護セン

ター討議室 

 第 2回：平成 31年 2月管理し学術大会に合わせて

開催 

・漏洩線量測定事業予定 

 8月 4日（土）岩沼泌尿器科クリニック 

 9月 1日（土）浜田クリニック 

 9月 8日（土）曽我内科こどもクリニック 

3. 学術部 菱沼学術部長 

・スキルアップカンファレンスの予定について 

 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2階 

 内容：「心臓 CTの基礎から臨床まで⑥ CTでわか

ること 負荷心筋 CTパーヒュージョン

（CTP）をどのように臨床で生かすか」 

・今年度の業務拡大に伴う統一講習会開催と予定 

 日時：平成 30年 7月 21日（土）‐22日（日） 

場所：東北大学医学部 参加者 39名 

 日時：平成 30年 10月 21日（日）、28日（日） 

場所：東北大学医学部 

 日時：平成 30年 11月 17日（土）‐18日（日） 

 場所：場所未定 

 日時：平成 30年 12月 15日（土）‐16日（日） 

 場所：県立がんセンター 

・今年度宮城県放射線技師会総合学術大会 

 日時：平成 30年 12月 1日（土） 

 場所：東北大学医学部 臨床大講堂 

 内容： 

午前中に演題発表 

12:00～12:50 ランチョンセミナーフラット

パネルのラインナップと最新技術と画像処

理（コセキ、富士） 

13:00～13:50 講演 1 佐野幹夫 日本診療

放射線技師会副会長 

14:00～14:50 講演 2 野口雄二 元日本画

像医療システム工業会部会長 

15:00～ シンポジウム（原子力災害医

療予定） 

11月 17日の統一講習会については、検討中 

4. 福利厚生部 高橋福利厚生部長 

・10月 21日（日）に角田市保健福祉まつりが昨年

同様に行うのでよろしくお願いしたいとのことで

あった。 

・結婚祝い金について  

 仙台医療センターの方から申請がありました。 

5. 広報部 伊藤広報部長 

・会報の原稿は予定通り集まっており順調とのこと

であった。 

・ホームページのイベント及び求人の掲載や更新と

メールマガジン配信行った。 

6. 財務担当 安彦副会長 

・報告なし 

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 2名、再入会 1

名、県内移動 1名、賛助会員の代表者変更 3名が

あった。会員数 524（471）名 

8. その他 

 なし 

 

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 40分閉会した。 

 

 

平成 30年 9月 12日 

議 長  会長 立花 茂 

 

議事録署名人 理事 本館 広樹 ㊞ 

理事 高橋 聖一 ㊞  

 

監事 前谷津文雄 ㊞ 

 


