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第79回　定時会員総会の開催
陽春の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より当技師会の事業運営につきましては、多大なご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、昨年も新型コロナ感染症に翻弄された年でありました。現在の感染状況は予測不能であ

りますが、第79回定時会員総会は感染予防策を徹底し制限を設けずに開催いたします。　
会員各位におかれましては、万障お繰り合わせの上、ご出席いただきたくご案内いたします。

記
　日　　時　　　令和４年５月21日（土）午後２時30分〜５時00分
　会　　場　　　サンセール盛岡

開　会　の　辞　　　（午後２時30分）
会　長　挨　拶
表　　　　　彰　　　①岩手県診療放射線技師会員20年表彰
　　　　　　　　　　②第20回岩手県診療放射線技師会学術大会最優秀演題賞
来　賓　挨　拶
総 会 成 立 宣 言
議　長　選　出
総 会 職 員 指 名
議　　　　　事　　　第１号議案　　　　令和３年度　事業報告
　　　　　　　　　　第２号議案　　　　　　同　　　決算報告
　　　　　　　　　　第３号議案　　　　公益目的支出計画実施報告
　　　　　　　　　　第４号議案　　　　令和３年度　監査報告
　　　　　　　　　　第５号議案　　　　令和４年度　事業計画
　　　　　　　　　　第６号議案　　　　　　同　　　収支予算報告
　　　　　　　　　　第７号議案　　　　役員選任規程改正
　　　　　　　　　　第８号議案　　　　定款改正
　　　　　　　　　　第９号議案　　　　備品貸出規程
　　　　　　　　　　第10号議案　　　　役員改選
議　長　解　任
閉　会　の　辞　　　（午後５時00分）
　　　
　　※　定時会員総会連絡書の提出は５月13日までにお願いいたします。
　　　　但し書面表決の有効投票期日は５月20日といたします。
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役員選任規定第５条に基づき、役員候補の公示を行った結果、次の通り立候補者および推薦候補
者の届け出がありましたので、ここに氏名を告示する。

公益法人法により個別決議を求められており、第10号議案役員改選で決議する。

○定数：理事16名以上20名以内　　　　　　　　　（候補者名　五十音順）
氏　名　　　年齢　　　所　　属

（現）　理　事　　上山　　悠太　（39歳）　岩手医科大学附属病院
（新）　理　事　　大森　　紀子　（51歳）　岩手県立磐井病院
（現）　理　事　　小島　　　実　（55歳）　奥州市総合水沢病院　
（新）　理　事　　金濱　　雄悦　（41歳）　岩手県予防医学協会
（現）　理　事　　鎌田　　健一　（49歳）　岩手県立胆沢病院
（現）　理　事　　川又　　健一　（52歳）　岩手県対がん協会
（元）　理　事　　齊藤　　美久　（56歳）　岩手県立釜石病院
（現）　理　事　　佐々木　忠司　（54歳）　岩手医科大学附属病院
（新）　理　事　　佐々木　祐輔　（45歳）　岩手医科大学附属病院
（現）　理　事　　佐藤　　光博　（51歳）　盛岡赤十字病院　　
（新）　理　事　　髙橋　　俊裕　（48歳）　岩手県立二戸病院
（新）　理　事　　髙橋　　　亘　（47歳）　岩手県立中央病院
（新）　理　事　　中屋　　秀文　（52歳）　一関病院
（現）　理　事　　藤原　　　薫　（55歳）　総合花巻病院
（現）　理　事　　藤原　　幸治　（60歳）　岩手県予防医学協会
（現）　理　事　　藤原　　純一　（52歳）　岩手医科大学附属病院
（現）　理　事　　細川　　和義　（45歳）　日高見中央クリニック
（現）　理　事　　村中　　健太　（59歳）　岩手医科大学附属病院
（現）　理　事　　女鹿　　隆徳　（44歳）　岩手県予防医学協会
（現）　理　事　　目時　　　毅　（56歳）　岩手医科大学附属内丸メディカルセンター

○定数 ： 監事１名以上２名以内
氏　　名　　年齢　　　所　　属

（新）　監　事　　村上　　龍也　（62歳）　南昌病院
（現）　監　事　　渡辺　　良政　（61歳）　自宅

　　　令和４年４月10日
　　　　　（一社）岩手県診療放射線技師会選挙管理委員会
　　　　　　　　　　　　　　　選挙管理委員長　一方井　正宏

役員候補者の告示
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岩手県放射線技師会20年功労表彰
表彰規程第２条第３号による表彰（敬称略）

11名
会員番号 　氏　名 　所　　属
　359 工藤　大和 済生会岩泉病院
　360 塩谷　敬一 岩手県立磐井病院
　361 佐々木祐輔 岩手医科大学附属病院
　362 兼平　義弘 自宅
　363 佐藤　裕一 岩手医科大学附属病院
　364 伊藤　貴子 盛岡友愛病院
　365 佐々木　卓 岩手県立磐井病院
　366 千葉　政昭 岩手県立中央病院
　367 佐々木秀聡 盛岡市立病院
　368 菊地　良太 盛岡市立病院
　369 千葉　裕介　 国保前沢診療所

第20回岩手県診療放射線技師会学術大会
最優秀演題賞

表彰規程第２条第２号による表彰（敬称略）

会員番号：194
氏　　名：桐内　美喜雄
所　　属： 岩手医科大学附属内丸メディカルセ

ンター
演　題名： 小児パノラマ撮影における照射野絞

りの作成

【受賞理由】
審査は、団体らしさ・オリジナリティ・分かりや

すさ・メッセージ性・抄録の５項目で審査される。
医療被ばくに関心が高まるなか、本発表は既

存の撮影装置に改良を加え小児の被ばく低減を
図るものでその創意工夫は団体らしさおよび
メッセージ性で評価が髙かった。

第79回定時会員総会に欠席の方は、必ず総会資料
を熟読の上必ず提出をお願いいたします。提出の際は
氏名・捺印を忘れずにお願いいたします。

議　　　事
　第１号議案　　令和３年度　　事業報告
　第２号議案　　　　同　　　　決算報告　
　第３号議案　　公益目的支出計画実施報告
　第４号議案　　令和３年度　　監査報告
　第５号議案　　令和４年度　　事業計画
　第６号議案　　　　同　　　　収支予算報告
　第７号議案　　役員選任規程改正
　第８号議案　　定款改正
　第９号議案　　備品貸出規程
　第10号議案　　役員改選

役員改選（決議）方法について

総会資料の配布に合わせて、施設毎に定時会員総
会連絡書と回収封筒を送付いたします。所属の代表
者は施設ごとに取り纏めてご返送お願いします。ご
自宅の方は個別の返信封筒にてご返送お願いいたし
ます。

〇書面表決には氏名・捺印を忘れずにお願いいた
します。

〇信任の候補者には記載不要、不信任は×を保留
の場合は保を記入それ以外は無効とします。

〇有効投票期日は５月20日（金）
〇開票日は５月21日（土）

※　技師会事務所必着、郵送および会員の持ち込
みとします。また、書面表決数の集計作業のた
め５月13日迄に投函をお願いいたします。

第79回定時会員総会
書面表決表提出のお願い

フレッシャーズセミナーの開催予告

開催日：令和４年６月12日（日）
場　所：Web開催（各自）

※　詳細については後ほどご案内いたします
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北部地区

第51回岩手県北部地区放射線技師会総会報告
令和４年２月26日（土）に北部地区放射線技師会

総会を開催いたしました。今回の総会は理事会で協
議を行い、新型コロナウイルス蔓延防止対策として
Zoomを用いたWeb開催といたしました。

総会に先立ち、村上県技師会会長より日本診療放
射線技師会や岩手県診療放射線技師会の動向につ
いての情報提供をいただきました。告示研修や年齢
による会費値下げ、技師会加入者の賠償責任保険加
入など様々な情報をご提供いただきありがとうご
ざいました。

その後総会に入り各議案が採決されましたが、正
式に議案として挙げていない項目があり後日書面
表決にて臨時総会を開催し無事可決いたしました。
この件に関しては事務局の議案作成不備により発
生したことを深くお詫び申し上げます。

３月で北部地区の成谷竹信会員が定年退職され
ました。長い間県技師会・地区会を支えて下さりあ
りがとうございました。今年度からも地区会員とし
て在籍されることになりましたので引き続きご指
導のほどよろしくお願いいたします。

地区会だより 盛岡地区

第41回岩手盛岡地区診療放射線技師会総会報告
令和４年３月26日（土）、岩手県対がん協会大会

議室において、第41回盛岡地区技師会総会が開催さ
れました。今回の総会は、COVID ‐ 19感染拡大状
況を考慮し、Zoomアプリを使用した初のオンライ
ン開催となりました。

総会は、金濱副会長（予防協会）の開会の辞、佐
藤会長（盛岡日赤）の挨拶と続き、来賓として出席
いただいた岩手県診療放射線技師会の村上会長よ
り、日本診療放射線技師会の動向、告示研修につい
て、岩手県診療放射線技師会の近況など多岐にわた
りお話しいただきました。

今年度の功労表彰は、平田洋介会員（医大内丸）、
藤原幸治会員（予防協会）、村田徹会員（赤坂病院）
の３名が受賞されました。

次に大鹿糠監事（孝仁病院）が総会成立宣言（令
和３年度会員数227名、本人出席26名、委任状出席
148名）を行い、議長に菅原会員（予防協会）、豊田
会員（対がん協会）が選出されました。

初のオンライン開催で通信トラブル等も想定さ
れましたが、特にトラブルなく議長のスムーズな進
行のもと、全議案、承認されました。

次に盛岡地区技師会役員改選が行われ、盛岡地区
技師会選挙管理委員長の一方井会員（予防協会）の
進行のもと、会長職以外につきましては、定数通り
の候補者数により当選が認められました。また会長
職については、Zoomの投票機能を利用し信任投票
が行われ、満場一致で金濱副会長が新会長として信

令和４年度・令和５年度役員（北部地区）

会　長　　高橋俊裕（岩手県立二戸病院）
副会長　　鈴木賢司（国保葛巻病院）
事務局長　乳井周平（岩手県立二戸病院）
理　事　　成谷竹信（国保山形診療所）
　　　　　及川和哉（岩手県立軽米病院）
　　　　　鈴木舞子（岩手県立久慈病院）
監　事　　夏井大介（岩手県立一戸病院）

成谷竹信　会員

令和４年度・令和５年度役員（盛岡地区）

会　長　　金濱　雄悦（岩手県予防医学協会）
副会長　　大鹿糠和幸（孝仁病院）
事務局長　山口　博幸（岩手県立中央病院）
理　事　　大山　浩貴（盛岡赤十字病院）
　　　　　勝政　　亮（岩手県予防医学協会）
　　　　　昆　　祥貴（盛岡市立病院）
　　　　　佐々木　恵（岩手医科大学附属病院）
　　　　　菅原　将人（岩手県対がん協会）
　　　　　吉村　崇尚（岩手県立中央病院）
監　事　　浅沼　　篤（川久保病院）
　　　　　多田　慶一（八幡平市立病院）
　　　　　　　　　　　盛岡地区在住
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任されました。佐藤光博前会長（盛岡日赤）、佐々
木建前監事は、20年の長きにわたり役員を勤め上げ
盛岡地区技師会を支えていただきました。この場を
お借りして、紹介および感謝申し上げます。

最後にCOVID ‐ 19感染症拡大により活動が制限
されておりますが、新役員一丸となり、会を盛り上
げていきますのでご理解、ご協力の程、何卒、よろ
しくお願い申し上げます。 （通信員　井上　貴史）

中部地区

岩手県中部地区診療放射線技師会
　　　　　　　　　研修会・総会報告

令和４年３月５日に岩手中部地区診療放射線技師会
研修会及び通常総会を開催しました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、関係
各所、役員と協議を重ね、Web形式（Zoom）での開
催となりました。皆様にはご理解とご協力をいただきあ
りがとうございました。なお、懇親会は中止としました。

研修会は43名の方にご参加いただきました。
講演１として、村上龍也会長より「日本診療放射

線技師会及び県技師会の動向」と題してコロナ禍の
中で変化していく技師会の情勢や告示研修の状況
などについてお話いただきました。今回はWeb形
式での依頼でしたが同様の講演が続くということ
で、ご多忙の中ありがとうございました。

次に講演２として、一般撮影をテーマに岩手医科
大学附属病院の太田佳孝さんから「胸部X線ポータ
ブル画像を読む」清水赤十字病院の中川英之さんか
ら「腰椎撮影について」と題してご講演いただきま
した。どちらも分かり易い解説と最新の情報など、
臨床で役立つ考え方を学ぶことが出来ました。

医師や看護師との情報共有といった共通の話や
多くの質問で時間となりました。

総会では総会成立宣言の後、議長に渡辺孝明会員
を選出し議事が進行され、全ての提案事項において
承認を得る事が出来ました。

これをもって総合花巻病院の事務局任期が満了
し、令和４年度より県立胆沢病院に引き継がれま
す。今後も会員相互の親睦、情報の共有がはかられ
るようご理解とご協力をお願いいたします。

 （通信員　総合花巻病院　菊池　昭仁）

南部地区

岩手県南部地区診療放射線技師会
　　　　　　　　　研修会・総会報告

令和４年３月５日に南部地区診療放射線技師会
研修会及び総会を、県立大船渡病院を会場にWeb開
催しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のためWeb方式
（Zoom）とし、執行部数名で感染予防策を講じての
開催としました。会員の皆様にはご理解、ご協力い
ただきありがとうございました。

研修会は28名に参加いただきました。メディカル・
エイド株式会社の齋藤氏より『電磁波防護衣「MRI
プロテクター」開発の経緯』と題し説明いただき、そ
の後実際に臨床で使用している一般財団法人住友病
院（大阪）の谷口正成先生よりご講演いただきました。

研修会終了後、通常総会を行いました。こちらも研
修会と同様にWeb方式としました。県技師会の村上
龍也会長にも参加していただき、会員数52名中出席者
20名、委任状18通により総会は成立し開催しました。

議長に県立千厩病院の菅原正紀会員を選出し、令
和３年度会務報告、会計報告及び会計監査報告、令
和４年度活動方針案、収支予算案が異議無く承認さ
れました。

令和４年度・令和５年度役員（中部地区）

会　長　　鎌田　健一（岩手県立胆沢病院）
副会長　　小島　　実（奥州市総合水沢病院）
事務局長　小野　美和（岩手県立胆沢病院）
理　事　　菊池　昭仁（総合花巻病院）
　　　　　滝村　悠太（岩手県立中部病院）
監　事　　菊地　隆正（岩手県立江刺病院）
　　　　　渡辺　孝明（�岩手県予防医学協会�

県南センター）

令和４年度・令和５年度役員（南部地区）

会　長　　大森　紀子（岩手県立磐井病院）
副会長　　中屋　秀文（一関病院）
理　事　　菊地　鉄也（国保藤沢病院）
　　　　　菅原　一樹（岩手県立千厩病院）
　　　　　佐藤　昌基（岩手県立大船渡病院）
　　　　　高橋　直也（岩手県立磐井病院）
事務局　　千葉優樹子（岩手県立磐井病院）
監　事　　菊池　　充（岩手県立高田病院）
　　　　　高久　健一（一関病院）
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所属長および会員　各位
岩手県放射線技師会
放射線被ばく最適化推進委員会
　　　　　委員長　山本秀彦

生殖腺被ばくアンケートのお願い

平素は岩手県放射線技師会の活動にご理解と
ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当委員会では生殖腺防護に関する
NCRP声明からの勧告や関係学会の指針を基に
アンケートを作成し、県内の状況を調査し岩手
県放射線技師会員の皆様に委員会活動として
フィードバックさせていただきたく存じます。

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、
別記アンケートへのご協力をお願い申し上げま
す。 敬具

アンケートは右記QRコード
よりご回答お願いします。

※　当調査に関するご質問がございましたら、
下記までご連絡をいただければと存じます。
　　岩手医科大学附属病院　中央放射線部
　　　　　　　　　　　　　岩城　龍平

e-mail:iwakiryuhei@gmail.com

総会の後半となってしまったが、今年度で定年退
職される県立高田病院の鈴木勝之会員、県立大東病
院の道又聡会員からそれぞれ挨拶をいただき、後日
記念品を贈る事を報告しました。

最後になりますが、この２年間は新型コロナウイ
ルスの影響で対面での活動が出来ませんでした。会
員の皆様にはご理解、ご協力を得ながらでしたが、
今後も情報交換を行いながら可能な限り会と会員
の発展の為に活動して行きたいと思います。

 （通信員　鈴木　康毅）

三陸地区

第51回三陸地区放射線技師会
　　　　　　　　　総会・研修会報告

令和４年３月５日（土）、Zoomアプリを利用して
第51回三陸地区放射線技師会総会および研修会を
昨年同様Web開催にて行った。

総会には、県技師会の藤原副会長にも出席してい
ただき、会員総数25名中、出席13名、欠席２名、委
任状10通により総会は成立し、開会した。

議長に、せいてつ記念病院の駒木俊明会員を選出
し、令和３年度会務報告、決算報告、会計監査報告
が異議なく承認された。

その他の議事では、三陸地区放射線技師会の会員
数の減少に伴い、執行部役員を減員する提案を行
なった。減員の内容は現行２名の理事を１減とし、
１名とするもので、本議案も異議なく承認された。

また、今年度をもって執行部役員の任期が満了す
る為、来年度以降の役員についても話し合いを行っ
た。立候補並びに推薦を募ったが候補者が出ず、現
執行部による人選案を提案し承認していただいた。

総会後半には、今年度で定年退職される大槌病院
の菊池賢一会員・宮古病院の太田康男会員・山田病
院の山﨑誠治会員を永年勤続者として紹介し、記念

品をお贈りすることを報告した。また、菊池賢一会員
は総会に出席して頂いており、あいさつをいただいた。

総会後に県技師会報告として、県技師会の藤原副
会長に「日放技及び県技師会の今後の動向につい
て」講演していただいた。

今年度の表彰者や技師会活動報告に続き、今年度
より始まった告示研修の進捗状況などの情報提供
があった。

また、会員からは地区技師会の会員数が減少し続
けている事についての対応、今後の地区技師会の在
り方についての質問があった。これについては、県
技師会で議論していただくことになった。

また同日は研修会も兼ねており、キヤノンメディ
カルシステムズ株式会社の渡辺奏氏より「キヤノン
の高精細技術」という演題にて講演していただい
た。 （三陸地区事務局）

令和４年度・令和５年度役員（三陸地区）

会　長　　齊藤　美久（岩手県立釜石病院）
副会長　　駒木　俊明（せいてつ記念病院）
事務局　　菅野　志穂（岩手県立釜石病院）
理　事　　鈴木　昌彦（岩手県立釜石病院）
監　事　　清水　浩明（三陸病院）
　　　　　下澤　孝幸（岩手県立大槌病院）


