
 

 

 

平成３０年度 5回理事会議事録 

 

 

1 日時 平成 31年 1月 23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、荒川 

信、田屋幸巳、榊田秀晴、 

坂元健太郎、福田真紀、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）25名の

うち、出席理事 23名  

欠席者：、佐々木 正臣、長谷川 志賀子 

立花会長の挨拶の後、第 5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、長谷川 圭三、議事録署名人、鎌

倉 克行 小野 芳文理事を任命した。 

4 議事 

(1) 平成 30年度第 4回議事録確認 

山中常務理事が作成し、グーグルドライブで

回覧している、修正点が山中常務理事まで。 

(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、平成 31年 3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 平成 31年度事業計画について 

立花会長より、平成 31年度事業計画案及び

予算案は事前にグーグルドライブのホルダーに

載せておきました。事前の確認をしていただい

たろうと考えております。今回は、財務のとこ

ろに掲載しております各部予算案を事業毎に一

覧表にしてあります。各項目についてそれぞれ

の部長及び支部長から説明していただき、質疑

応答はその都度行ってゆきたいと考えておりま

す。先ず、法人部からお願いします。 

 

 ・本舘法人部長 各項目について説明があっ

た。最後に追加として、展示用パネル作成費と

して 30万円の予算をお願いしたいとの発言が

あった。 

財務担当安彦理事から質問 

  パネルは次年度中に完成できるのですか。 

 本舘法人部長 

  次年度中の完成は未定だが、パネル製作には

着手します。 

  パネル作成事業については次年度から着手す

ることし、予算については後日とした。 

 鎌倉理事からの質問 

  漏えい線量測定の収入はいくらか。 

 安彦財務担当副会長の回答 

  総収入は、561,000円です。 

 鎌倉理事からの質問 

  被ばく研修事業について、研修には二人行か

れるようだが、選抜の基準はどうなっているの

か。 

 児玉理事の回答 

  被ばく相談委員の若手育成とその活用並び

に、県内の被ばく相談事業に協力していただく

人材とした。 

 

・菱沼学術部長からは、次年度は第 9回東北放

射線技師学術大会が仙台で開催するため、スキ

ルアップカファレンスは年 1回の開催とする。

また、スキルアップカンファレンスのこれまで

の実績の活用法として、ビデオカンファレンス

を行うことを含め各事業の説明があった。 

 執行部から金額等の修正があったが、質問は

なかった。 

 

・山中総務部長から、総務部の次年度は新規事

業として技師長会議を計画している以外は、例

年どおりとの説明があった。表彰委員長の笠松

理事からも特に変更点はなく例年どおりとのコ

メントがあった。 

 

・高橋福利厚生部長から、慶弔関係及び祝賀会

等の事業について、一部経費の上昇はあったが

例年どおりとの説明があった。 

 

・伊藤広報部長からは、昨年と同様で、会報発

行を２回、ＨＰの更新等については自前ででき

ない部分があるので予算として５万円を計上し

た。 

立花会長質問 

次年度ＨＰが大きく変わることはあるのか。 

伊藤広報部長 

大きく変わることはない 

立花会長  

入会申込書の更新についてはお願いする。 

 



 

 

・笠松第一支部長から、研修会の経費がアップ

したのは、講師を外部から招いたためです。そ

の他は例年どおりです。 

 

・鎌倉第二支部長から、支部会員の要望を取り

入れ、また役員及び会員が密に顔を合わせるよ

うな事業計画案と予算案を作成した。今年度の

新規事業として技師長会を企画し、会場費とし

て一万円の予算を計上した。 

 

・田屋第三支部長から、今年度の講演会の講師

料は必要なかったが、次年度は講師料を含めて

予算を計上した。あとは、今年度と同様です。 

 

・榊田第四支部長から、今年度の事業に沿った

予算案を計上したとの説明があった。 

立花会長から 

 例年第三支部第四支部合同の研修会を開催し

ていますが次年度の計画はありますか。 

榊田第四支部長 

 自分としては、実施したいと考えている。 

 

・長谷川ＯＢ部長から、例年通りの事業案及び

予算案を計上しているとの説明があった。 

最後に安彦財務担当理事から全体の予算案の

説明があった。収入と支出のバランスを取り収

支差を 0円としました。ただ、今年度は減価償

却費が 50万円ほど減っておりますので、減価

償却費が減った分支出が増加しているというこ

ととなります。経費としては、固定費が 300万

円と、皆さんから予算として計上された金額が

535万合わせて 815万円となります。 

立花会長からは、事業案及び予算案の最終決

定は、第 6回理事会で審議されます。それまで

に疑義等がありましたら各担当者まで申し出て

ください。また、事業計画案を次年度の総会資

料として作成していただき、2月 10日まで提出

してください。 

 以上で平成３１年度の事業計画案並びに予算

案の説明と質疑応答は終了しました。 

    

イ 宮城放射線技師会総合学術大会について 

菱沼学術部長から、次年度の学術大会は 5月 25

日の総会に合わせて、英語による学術発表等の

紹介、ランチョンセミナー、特別講演として計

画を立てていると説明があった。 

立花会長から、 

あと１つくらいセッションを増やせないかと

の要望があった。 

 

ウ ＯＢ部の会則の改定について 

 長谷川ＯＢ部長から、先日行われたＯＢ部総会

にて、ＯＢ部の入会の規定を明確にするため、

第 4条（部員）規定の変更の要望があり審議し

ていただきたい。 

 現行 ＯＢ部規程第 4条（部員） 

部員は宮城県放射線技師会の会員とする 

 修正案  

第 1項に続き 第 2項として 

    定年退職者又は、60歳以上の会員を原則

とする。 

    を追記する。 

 採決の結果、賛成多数で承認された。 

 

エ 研究会の支援について 

 安彦副会長から第 28回みやぎＣＴリフレッシ

ュ研究会のプログラムに沿って説明があり、採

決の結果賛成多数で承認された。 

次に立花会長から第１回みやぎ運動器画像研究

会の立ち上げ理由とプログラム案が説明され、

採決の結果承認された。 

 

オ その他 

①平成 30年度除籍者について 長谷川事務局長 

 駆動和典 松田 拓馬の２名は、過去２年間の

会費未納につき定款第 7条第 1項、第 11条

第第 1項第 3号及び諸規程第会員規程第 4条

により除籍処分としたい。 

 採決の結果承認された。 

②３月の理事会の日程について 立花会長 

 本来理事会は、月の第４週に開催されるべきも

のでありますが、年度末のスケジュール上 3

月 16日（土）エルパーク仙台にて開催したい

と図ったところ、理事からの異議はなく了承

された。 

③ＪＡＲＴ代議員について 立花会長 

 来年度改選されますＪＡＲＴの代議員の選出で

すが、２０２１年度に開催されます第 36回Ｊ

ＡＲＴ学術大会が宮城県で実施されることも

考え合わせ、現在の代議員立花会長安彦、小

山両副会長の 3名を留任とさせていただきた

いと発言された。 

理事会として異議はなかった。 

④放射線測定機器貸出し講習会の受講について 

 児玉理事から次回開催される講習会の申込者に

非会員の方がいるが、受講させてもよろしいか

伺います。 

  審議の結果、受講は構わないが、貸し出しにつ

いては会員に限るとする。 

 

 (4)報告事項     

   

ア 総務部報告（山中総務部） 

・放技生涯学習カウント申請状況 

12/14第 28回仙台乳房撮影研究会カウント申請 

12/21第 43回スキルアップイベント申請 



 

 

1/11 平成 30年度放射線管理士・放射線機器管

理士学術大会イベント申請 

1/18 第 28回ＣＴリフレッシャー研究会申請 

・総会までのながれ 

 総会資料となる平成 31年度事業計画案並び 

予算案を 2月 10日までに提出してください。 

 

イ 法人部報告（本館法人部長） 

・ピンクリボンの仙台推進委員会について 

日時 平成 30年 12月 27日 13：30～15：00 

会場 仙台市役所会議室 

出席者 本舘常務理事 長谷川（志）理事 

議題 10月 21日実施のピンクリボン講演会 

の総括及び次年度の取り組み 

   活動目標 

   ・乳がんや乳がん検診の大切さを広く市民

に啓発し、早期発見・早期治療に繋げる 

   ・乳がんの早期発見による治療効果をはじ

め、乳がん治療についての理解を広げる

ことにより、がん患者を支える社会づく

りを醸成する。 

   企画内容 

   ・乳がんに関する講演会をメインとし、体

験コーナ等も設置し、規模を拡大する。 

    開催日 2019年 10月 26日（土） 

・第 2回放射線測定器貸出し講習会について 

 日時 平成 31年 2月 3日 10：30～11：30 

会場 仙台医療センターメディカルトレイニン

グセンター 

・放射線管理士・放射線機器管理士大会の開催 

 日時 平成 31年 2月 3日 13：00～17：00 

 場所 仙台医療センターメディカルトレイニ

ングセンター 

・山元町からの健康まつりへの出展依頼について 

 日時 2019年 7月 7日 

 場所 未定 

・漏えい線量測定事業の予定 

 1/19 吉岡ＱＱクリニック 

 2/2  岩沼泌尿器科クリニック 

 3/2  浜田クリニック 

 3/9  曽我内科こどもクリニック 

 

ウ 学術部報告（菱沼学術部長） 

・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2F 
内容 「心臓ＭＲＩの臨床経験」 
講師 佐藤 丈洋（仙台厚生病院） 

参加 20名（非会員 3名） 

・第 44回スキルアップカンファレンス 

 日時 平成 31年 3月 20日（土）19：00～ 

 場所 東北大学病院歯科セミナー室１ 

    外来Ｃ棟 地下 1回 

 内容 ワークステーションによる頭部領域の 

解析（仮） 

講師 キャノンメディカル株式会社 

・業務拡大に伴う統一講習会について 

 日時 平成 30年 12月 15日(土)～16日(日) 

 場所 県立がんセンター 

 参加 21名 

 

 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（内静脈修了者 2名） 

来年度は 5回予定（地方開催は最後で後は東京） 

 石巻赤十字病院 2回予定 

 2019年 6月 8日（土）13：30～31：00 

 2019年 6月 9日（日）8：30～18：00 

 石巻赤十字病院の会議室は予約済み 

・放射線業務管理委員会報告 

①仙台市委託相談事業の執行会議 

 日時 平成 31年 1月 10日 17：00～ 

 場所 仙台市立病院 

 議題 仙台市委託業務執行について 

 ②平成 30年度放射線業務管理研修会について 

 今年度の放射線管理士・放射線機器管理士学術

大会（2月 3日）の中で小野寺保委員より教育講

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～を行う。 

 放射線管理委員会からの報告として「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）を行う。 

 放射線業務管理委員会は共催として係る。 

会長から発言があり、次年度の統一講習会の東北

大学病院の予定として、5月 18日（土）19日

（日）と 7月 20（土）日 20日（日）を予約をし

たと報告がありました。 

 

エ 福利厚生部報告（高橋福利厚生部長） 

・結婚祝金給付について 

平成 30年 12月 12日鈴木優子様(仙台赤十字病院） 

・見舞給付金について 

平成 31年 1月 23日遠藤武蔵様(県立がんセンター) 

 

オ 広報部報告（伊藤広報部長） 

・会報 91号発刊について 

 ①発刊日程 

原稿締切日  1月下旬 

 印刷     2月下旬 

 発送   3月上旬 

内容   資料のとおり 

・次期の役員選挙に関する告示について 

 ①ホームページに掲載 

 ②立候補者届出及び立候補者推薦届出のダウンロ

ード 



 

 

・ホームページの更新・メールマガジンの配信 

 11月 

  ①平成 30年度原子力災害対策要員研修の募

集案内 

  ②平成 30年度放射線・放射能に関するセミ

ナーの案内 

  ③医療関係職種の養成所・養成施設における

Ｂ型肝炎に関する教育の推進について 

  ④3rdMiyagiERTechnicalMeetingの案内 

  ⑤第一支部総会・研修会の案内 

  ⑥災害における義援金について（お礼） 

  ⑦第 27回総合学術大会の案内 

12月 

  ①第 43回スキルアップカンファレンスの案

内 

  ②平成 30年度放射線管理士・放射線機器管

理士学術大会の案内 

  ③「第 16回東北支部セミナーディジタル画

像の総まとめ」の案内 

 

カ 財務担当者報告（荒川理事）  

会計報告が行われた 

1月 8日 現金残高 748,368円 

12 月 14 日 YAC 税理士法人仙台事務所 決

算書・申告書作成料 324,000円 

12月 19日 文具代 1,080円 

12月 19日 ナトリシキュウジツヤカンキ 

 300,000円入金 

12月 21日 切手代 1,640円 

12月 28日 イシガキキネンイワヌマチュ   

      40,000円入金 

1月 8日  切手代 246円 

  

Ｈ30.11.20現在、預金残高   

ゆうちょ銀行通常預金（ No.18100-15242091）

残高         614,458円 

七十七銀行  ／ 本店 普通預金     

No.5884748         269,864円 

  〃    ／  〃 

No.9343903        3,690,608円 

  〃    ／ 大学病院前支店 普通預金 

No.5162793      2、206,191円 

 

キ 支部長報告   

第一支部：（笠松支部長） 

特にありません 

 

第二支部：（鎌倉支部長） 

第 2支部研修会の予定 

 日時 平成 31年 3月 23日（土） 

 場所 エーザイ（株）仙台コミゥニケーション

オフィス 4階 401会議室 

 内容  

・支部長あいさつ 

・医療経営士になろう  

 講師 日本医療経営実践協会東北支部 

・骨粗鬆症リエゾンサービスって？骨粗鬆症マネ

ージャーを取ろう 

 講師 松田病院診療放射線技師長 齋藤 貴憲 

・放射線技師も知ってほしい看護（感染） 

 講師 仙台徳洲会病院 看護師 古澤 妃呂子 

・宮城県臨床検査技師会講演 

 講師東北大学病院（検査技師会理事）鈴木 洋 

・メディカルスタッフのメンタルヘルスケアにつ

いて 

 講師   産業カウンセラー 神尾 總一郎 

 

第三支部（田屋支部長）  

 特にありません 

 

第四支部（榊田支部長）  

・結婚祝給付    1件 

・入院見舞金給付  1件 

 

ＯＢ部報告（長谷川ＯＢ部長） 

 下半期のＯＢ部の活動 

 ・第 2回会館清掃 

 日時 9月 12日 10：00～ 

 参加 9名 

 ・第 2回委員会 

 日時 9月 12日 12：00～ 

 参加 8名 

 議題 本年度総会について 

    次年度事業計画案 

    次年度委員改正について 

 ・ＯＢ部総会 

 日時 11月 17日 16：30～ 

 場所 仙台市戦災復興記念会館 

 参加 17名 

 議題 平成 29年度事業及び収支報告 

    平成 30年度事業中間報告 

     収支決算報告及び監査報告 

    平成 31年度事業計画案及び予算案 

    役員改正 

    ＯＢ部規程について（第 4条の改正） 

    その他 

 ・冬季交流会 

 日時 11月 17日 17：30～ 

 場所 東龍門 

 参加 27名 

 

ク 各委員会報告 

放射線管理・被ばく対策委員会（鎌倉委員長） 

 ・平成 30年度放射線管理士・放射線機器管理

士学術大会の開催 

 日時 平成 31年度 2月 3日 13：00～17：20 



 

 

 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 

 主催 放射線管理・被ばく対策委員会 

 共催 放射線業務管理委員会 

内容 

・管理士班活動報告 

漏洩線量測定班 総合南東北病院 太田 運良 

放射線管理士班    広南病院 児玉 修一 

放射線機器管理士班仙台赤十字病院三浦 一隆 

放射線測定器貸出事業について 

          坂総合病院 本舘 広樹 

・放射線管理士・放射線機器管理士の部 

     座長 仙台赤十字病院 三浦 一隆 

「医療被ばくの線量記録義務化に向けて」 

 自作レポートの紹介  広南病院 石倉和彦 

「医療機器に係る安全管理のための体制確保に

係る運用上の留意点」  

  東北医科薬科大学 若林病院 伊藤 道明 

・放射線業務管理委員会の部 

      座長 仙台厚生病院 尾形 優子 

「医療従事者の水晶体被ばくについて」 

         仙台厚生病院 芳賀 喜裕 

・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」医療被ばくの適正管理 行政の立場から 

   宮城県仙台保健福祉事務所 小野寺 保 

・教育講演 2 

医療被ばく線量管理システムの現場における用

性とガイドラインに沿ったシステム開発の紹介 

（株）アゼモトメセィカル代表  畦元 将吾 

・総合討論 

今回の学術大会は、医療被ばくの線量記録義務

と医療法改正に伴う安全管理に重点を置いて企

画しました。 

宮城県放射線防災訓練の参加 

日時 平成 31年 1月 24日 

参加 鎌倉 克行 児玉 修一 八島 幸子  

   飛田 英輝 

 

表彰委員会（笠松委員長） 

・ＪＡＲＴの 50年表彰者の経歴について 

 昨年 11月に 30年表彰と 50年表彰の候補者

を推薦しましたが、50年表彰者片倉義之輔 

氏の診療エックス線技師免許証書を紛失し写

しを申請書に添付できなかったため、ＪＡＲ

Ｔから疑義が出ましたが、ＪＡＲＴと協議し

エックス線技師免許の登録番号と履歴書を提

出し、50年表彰に当たるかＪＡＲＴの審査中

です。 

 

 

ケ 事務局報告 

 次期役員改選の日程について 

①告示 

 2019年 2月 25日 ＨＰ上にて 

  理事 25名 

  監事 2名 

②立候補及び推薦候補者の届出の締め切り 

 2019年 3月 31日 

③立候補者等の公示 

 ＨＰ及び総会資料に掲載 

④投票日 

 2019年 5月 25日 

以上 

 会員異動について 

①新入会員 

 里村 美奈斗 田村 淳一 宮原 修人  

川口 志保 茅野 伸吾 上杉 直人 

佐久間 雅志 

 以上、7名の入会を拍手にて承認した。 

 ②再入会  なし 

 ③県内移動 なし 

 ④転出   なし 

 ⑤転入 小野 良樹 千葉県→仙台オープン 

⑥退会 藤嶋 俊恵 

⑦物故者 石塚 昭信 

    会員総数 546名（489名） 

賛助会員 

 新会社発足 

富士フィルムＲＩファーマ（株） 

    → 富士フィルム富山化学（株） 

 

以上、全ての審議、報告が終了し、議長の立花

会長を解任、安彦副会長が閉会の辞を述べ、20時

50分に閉会した。 

 

 

平成 31年 1月 23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 鎌倉 克行     ㊞ 

 

理  事 小野 芳文     ㊞ 

 

 


