
十勝放射線技師会 第 72 回 定期総会 議事録 

 

資格審査報告 

総会員数 174名  出席会員 48名 委任状 99通 147名 

 

議長 

増子 賢一、高瀬 泰和 

書記 

鈴木 康文 

議事録署名人 

下タ村 和薫、洲村 和博 

 

増子議長 ：『本日は第 1号議案から第 8号議案まで 8議案が用意されております。すべて

の議案においてご質問ご意見等は挙手にてお願いします。その際にはマイク

を用いて所属と氏名をおっしゃってください。すべての審議が午後 4時 30分

までに終了しますようみなさんのご協力をお願いいたします。十勝放射線技

師会会則第 19条により、議事録作成のため、書記および議事録署名人を選出

しなければなりません。いかがいたしましょうか。』 

 

会場   ：一任 

 

増子議長 ：『それでは書記：鈴木 康文さん 議事録署名人：下ﾀ村 和薫 さん 洲村

さんよろしくお願いします。それでは議事に入ります。まず第 1 号議案から

第 3号議案まで一括でお願いします。第 3号議案の監査報告終了後にご質問、

ご意見をお受けいたします。では執行部ご報告お願いします。』 

 

第 1号議案 

後藤会長 ：平成 29年度事業報告 総括 議案書通り報告。 

統一講習会の参加予定の挙手確認あり。 

１．総括文内の十勝臨床検査技師会を 

十勝臨床衛生検査技師会へ訂正。 

２．庶務報告の転入会員 公立芽室病院 舘 由衣香さんを 

             新入会員 公立芽室病院 館 由衣香さんに訂正 

『陸上自衛隊鹿追駐屯地：井上さんについて、29 年 1 月に入会し 29 年度中

に異動になりました。本来であれば、29 年度の会費を頂くところであります

が、事業にも参加しておらず、会長判断で会費を頂かず退会となっておりま



す。 

（２）慶弔関係（３）公文書発行等は議案書記載通りです。』 

 

町田副会長：（４）各種講演会の後援および案内 

（５）会員立ち上げ勉強会 

（６）各種会議 

 は議案書記載通り報告 

後藤会長 ：『３．会長動向は議案書記載通りです。』 

小野副会長：４．事業報告は議案書通り報告 

５．各部活動報告 （１）学術部 議案書通り報告 

町田副会長：（２）広報部 議案書通り報告 

後藤会長 ：『６．同好会等活動報告はこちらに記載通りでございます。』 

 

第 2号議案 決算報告 

後藤会長 ：『急病センター運営資金についてですが、予算として 12 万円計上させていた

だきましたが、決算額が 0になっておりますのでご説明させていただきます。

平成 29 年度の監査を 2 月 26 日に行っております。これまで 2 月の下旬か 3

月の上旬に監査を行ってきましたが、こちらの運営資金は平成 26年から発生

している収入でございまして、年度末 3 月の中旬ぐらいにいつも入金されて

いました。これまでの監査の時にはキャッシュが無い状態で監査をしていた

ということで、入金された時点で監査の方にご報告していたということです。

キャッシュが無い状態で監査をするというのはいかがなものかということと、

入金が 3 月下旬となってきて監査の日に間に合わないということで、今年度

から翌年の予算決算にしていきたいと思います。もともと平成 26年に始めた

時から翌年の予算決算しておけば問題なかったこととは思いますが、将来の

ことを考えてここで一旦リセットをしたいという風に考えてこのような処理

にしました。ご了承いただければと思いますが、質問等がございましたらお

受けいたします。 

 支出に関しまして、事務通信費が予算からはみ出しております。こちらは、

2 年に一回、封筒とかロール紙などの材料を購入しており、今年度購入で来年

は予算内で収まることと思います。 

 役員行動費については、新年交礼会やこちらから役員が行くときにおける

宿泊の不足分を補っております。最近の札幌宿泊費の高騰に伴ってオーバー

しております。慶弔費に関しても多少オーバーしております。内容につきま

しては（２）慶弔関係をご参照ください。 

 画像セミナーと秋季研修会におきましては、前回の 71回総会において予算



を 80,000円に引き上げさせていただきました。画像セミナーで大幅に決算額

がオーバーおりますのは、情報交換会の参加者を増やそうとグランテラスホ

テルで開催いたしました。多少予算オーバーしても構わないから一回やって

みようということでやりましたが、やはり会場費等で予算をオーバーし思い

のほか効果は得られずということで反省をしたい部分ではあります。その辻

褄を合わせるような形で、秋季研修会の方で予算を切りつめたという処理に

なっております。画像セミナーと秋季研修会で大幅な決算の開きがあります。 

 会員勉強会支援に関しましては、勉強会増えましたので少しオーバーして

おります。 

 特別事業積立金支出内訳に関しましては、前回総会でこの表を出しており

まして、記念誌作成費という部分が 0 になっておりました。こちらが、広告

収入 150,000 円を差し引きまして、190,000 円という決算額になりましたの

で掲載いたしました。網掛けの部分はすでに承認済みということでご了承い

ただければと思います。機器借り上げ費の未払い分は、支払いを忘れており

ましてここで改めて計上させていただきました。ということで、予算 367,000

円に対しまして決算 348,798円ということで、予算内に収まりました。』 

 

第 3号議案 監査報告 

水野監事 ：『平成 29年度監査を 2月 26日に協会病院にて岩田監事と私とで行いましたの

で報告いたします。すべての会計において適正に処理されていたことを認め

ます。また事業に関しましても円滑に遂行されていました。以上監査報告と

いたします。』 

  

増子議長 ：『ただ今報告がありました 1 号議案、2 号議案、3 号議案について質疑を行い

たいと思います。それではご質問、ご意見をお受けしたいと思いますが挙手

をお願いいたします。』 

 

黒澤病院 

竹内会員 ：『前年度の総会ででた質問等に対しての進捗状況とか、どう改善されたとかを

載せるということだったような…と思いますが、それらを載せたらどうかと

思います。先月会員主催の OS勉強会に出させてもらったのですけど、函館の

学術大会で立ち見が出たというような振れこみが合ってどんな話か聞いてき

ました。素晴らしい講演だったのですけど、残念だったのは、若い人が少な

かった気がします。ああいう貴重な公演はなかなかないと思いますので、今

後会としても積極的に出てもらうよう働きかけて頂けたらと思います。』 

増子議長 ：『竹内会員の意見に付随して同じような意見等ございませんか？では、執行部



お願いします。』 

 

後藤会長 ：『ご意見ありがとうございます。前年度の質問に関しまして本日口答でお話し

しようと思っておりましたが、本日出席していない方もいらっしゃることで

すし、今後は文書化して出していきたいと思います。今年度は間に合いませ

んでしたが、次年度から実施するということでご了承いただけたらと思いま

す。ＯＳ勉強会に関しましては技師会の事業ではないのですけど、技師会と

して後援している勉強会でございます。他の勉強会と重なったこともありま

して、なかなか参加が難しい日程ではあったようです。若い会員にどんどん

来ていただきたいというのは、今後も変わらずそのような気持ちでやってい

きたいと思います。技師会としてもどんどん情報を発信していきたいと思い

ます。』 

 

増子議長 ：『よろしいでしょうか？では、今の意見以外についてご質問意見等はございま

せんか？』 

 

北斗病院 

高田会員 ：『（５）会員立ち上げ勉強会支援について参加人数の記載がないので、総会の

式次第は後日資料にもなりますので、今後はここに参加人数を載せていただ

きたいと要望いたします。あと、2号議案の雑収入の内訳を可能であればお聞

きしたい。あと、画像セミナーの 80,000円が 132,000円というのは先ほど会

長からご説明がありましたが、可能であればもう少し具体的な内訳を、会場

費にいくら使ってこれだけになったのか？あと秋季研修会は反対に節約した

とおっしゃっていますが、本来の事業でそういう予算をたてているのですか

ら、なにも節約することはなかったと会員としては思うのですけど、これも

何をどうしたらこんな金額で収まったのか？あと、会員支援勉強会 3 つ載っ

ていますけど、この 26,000円の内訳も可能であればこの場でお聞かせいただ

きたい。で、具体的にこの議案書に細かい数字を載せるか載せないかについ

ては、対外的なこともあって役員の方々の判断でこういった記載になってい

ると推測はするのですけど、やはり会員のお金が使われているのですから、

せめて総会の場ではもう少し具体的な説明をお願いしたい。あと、画像セミ

ナー、秋季研修会に、道の方から講師代とか支援みたいなものがあるのであ

れば、可能であればその内容もお聞かせください。』 

 

後藤会長 ：『ご質問ありがとうございます。会員立ち上げ勉強会の参加人数につきまして

は、おっしゃる通りだと思いますのでこちらは、今は判らないのですけど、



今後は記載していきたいと思います。総会終了後何かの機会にご報告できた

らと思います。決算の部分に関しましてですけども、まずは雑収入について

の内訳は、北海道放射線技師会から 10,000 円、千葉さん、坂森さんから 10,000

円ずつ頂いているところではあるのですが、こちらから年会費を差し引いた

残りを雑収入としたいきさつがありまして、24,000 円という半端な額になっ

ております。画像セミナー・秋季研修会に関しましては、先ほどもありまし

たとおり画像セミナーが大幅にはみ出したから秋季研修会を縮小したという

のは、やはり考え方としてはあまりふさわしくないというのは思っておりま

した。が、結果こういうことになってしまったということで、お許し願いた

いと思います。内訳として今判っている範囲で、画像セミナー 会場費：

30,000 円 スクリーン：10,000 円 講師料 30,000 円 交通費 3,000 円と

いうことで、講師料などは予定通り。会員講師対して謝礼金を出しておりま

して 2,000 円×4人と会場費＋スクリーンの 40,000 円ではみ出した分の金額

なってくるのかなと思います。秋季研修会は、講師料：30,000 円 講師の懇

親会料：3,500円 飲み物代とあと、試験的にやってみたのですけど、研究発

表ではあるのですけど、発表してくれた 4 人そのうち懇親会出てくれた 3 人

に対しまして、懇親会費 2,500 円補助させていただきました。合計で 48,801

円となりまして、会場費がかかっていない分安くなっているとお考え頂けれ

ばと思います。それから、北海道放射線技師会の補助に関しましては、一般

会計収入部分の支部助成金の部分に一括して含めているのですけど、66,500

円ということです。北海道放射線技師会では一事業に対して 3 万円まで補助

しますと言われておりますが、画像セミナーで、30,000 円補助していただい

て、秋季研修会の方では、講師代プラスいろいろ含めまして 30,000円オーバ

ーした額を請求しましたらその通りに振り込まれてしまったというような、

北海道放射線技師会からたくさんもらってしまったというような状況です。

細かい数字に関しては出ていないので申し訳ありません。会員勉強会支援に

関しましての内訳ですが、ひよこの会に関しましては簡単な軽食ということ

で、それぞれ 2,000 円前後 2 回支出されています。消化管勉強会に関しまし

ては、講師の情報交換会の支出で 5,000 円、ＯＳ勉強会でも同様に 5,000 円

を 2回ということで 15,000円を使っております。』 

 

増子議長 ：『よろしいでしょうか？ではほかに？』 

 

公立芽室病院 

西尾会員 ：『一点意見なのですけど。決算報告、先ほど急病センター運営資金の決算額 0

でとういう理由が会計監査に間に合わないということだったのですけど、監



査に間に合わないというよりは会計年度が明確になっていないからこういう

風になるのかなと思います。今回の会計年度が 3 月 10 日に始まって 2 月 26

日に終わっているということなので、例えば総会が毎年この時期ですので、

会計年度が 3 月 1 日に始まって 2 月末日に毎年〆る、それが終わってから会

計監査を行うとかの形なれば、こういった会計監査に間に合わないじゃなく

て、会計年度を明確にすることですっきりするのかなと思います。質問じゃ

なくて意見ですので、回答はいりません。次年度の役員の皆さんでもし検討

していただけるのであれば次年度以降改善して、また、このままでいいよと

いうのであればそのまま進めていただいてよろしいですので、あくまで意見

ということでお話しさせていただきます。以上です。』 

 

増子議長 ：『では来年度の課題ということでよろしくお願いいたします。続きまして意見

質問等ありませんか？』 

 

北斗病院 

崎松会員 ：『会員立ち上げ勉強会というところでひよこの会というのがあるのですけど、

いろんな会があるのですが、ひよこの会は参加できる方が限られていて 5 年

未満だったと思うのですけど、みんながどういったことをやっているのか判

らない、把握できる機会がないので、技師会ニュースなどに載せてもらうと

か、会費を使って活動していることなので、何か報告の形をとってもらった

方がいいのかなと思います。私の施設でも参加している人がいるのでそこか

ら聞こえてくるのはあるのですけど、参加していない施設もあると思います

ので、知る機会を設けてもらえたらと思います。やってみてどうだったのか

役員の方でやっていて何か感想があったら聞かせてもらえたらと思います。』 

 

増子議長 ：『ひよこの会について別の意見がある方いらっしゃいませんか？ではお願いし

ます。』 

 

後藤会長 ：『ご質問ご意見ありがとうございます。会報に載せるということに関しまして

は、おっしゃる通りだと思います。会報か報告書など何らかの形でこのよう

な会があったというところは、今後ご報告させていただきたいと思います。』 

 

小野副会長：『ひよこの会につきましては 5 年目以下でやっています。一回目は消化管に関

してやって 12名の参加。二回目はＣＴだったと思います。直接僕は中には入

っていないのですけど、目的としましては、若い方をいろんな病院から集め

ることによって話しやすい環境を作って、技師会とかにも来て話ができる環



境を作ることができればいいなということで立ち上げて頂きました。次年度

も 3 病院を中心に回していきたいと思いますので、報告のほうは何らかの形

で載せていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。』 

 

増子議長 ：『そのほか質問ご意見はありませんか？それでは採決に移ります。採決は挙手

にて反対→保留→承認の順に行いますのでよろしくお願いします。』 

 

承認多数で承認 

 

 

第４号議案 規約改正 

増子議長 ：『それでは次に第 4号議案、規約改正について執行部よりお願いします。』 

 

後藤会長 ：『第４号議案 規約改正につきまして大きな数字で 1～8まで挙げております。

5 つに分割して質疑採決してきたいと思います。』 

1 番、2番議案書通り報告 

『こちらに関しては大変申し訳ないのですが、記念誌にすでに訂正済みでご

ざいます。これに関してご承認いただければと思うのですけれども、提案が

前後なってしまったことにお詫び申し上げます。』 

 

増子議長 ：『今の報告に関して、質問ご意見ありませんか？無いようですので採決に移り

たいと思います。』 

 

承認多数で承認 

 

後藤会長 ：『ありがとうございます。続きまして 3番に関しましてご提案したいと思いま

す。』 

議案書通り報告 

 

増子議長 ：『今の報告に関して、質問ご意見ありませんか？』 

 

黒澤病院 

竹内会員 ：『12名から 16名にするということですか？』  

 

後藤会長 ：『12 名でやっても構いませんし、その時々の会長の判断で 16名までなら増や

してもいいよいというような提案でございます。』 



 

黒澤病院 

竹内会員 ：『それでしたら、日放技と道を見たのですけど、理事を何名置く、そのうち会

長何名、副会長何名、監事何名って書いてあるのですけど、そのうち常務理

事を、これだと 12 名以上 16 名以下とかそういう表現のほうが判りやすいと

思うのですけど。』 

 

後藤会長 ：『そのように表記を改めさせていただきたいと思います。』 

 

増子議長 ：『他に質問ご意見ありませんか？それでは採決に移りたいと思います。』 

 

承認多数で承認 

 

後藤会長 ：『ありがとうございます。続きまして大きな 4番なのですけど、こちら文言の

改正でございます。』 

議案書通り報告 

 

増子議長 ：『ただ今の報告に関して、質問ご意見ありませんか？無いようですので採決に

移りたいと思います。』 

 

承認多数で承認 

 

後藤会長 ：『ありがとうございます。続きまして 5番から 7番までをご審議願いたいと思

います。』 

議案書通り報告 

 

増子議長 ：『ただ今の報告に関して、質問ご意見ありませんか？無いようですので採決に

移りたいと思います。』 

 

承認多数で承認 

 

後藤会長 ：『ありがとうございます。それでは最後の 8番なのですけれども。』 

議案書通り報告 

『こちら多少大きな変更になる可能性がございますので、役員会でやるとい

うよりかは、前回 60周年記念辺りに結成されました規約改正委員会とういう

ものを立ち上げまして、会員から幅広く意見を収集の上で、次の第 73回総会



で提案したいというご提案でございます。内容といたしましては、規約改正

委員会を立ち上げる。メンバーは執行部に一任させていただきたいというふ

うに考えておりますので、ご審議お願いいたします。』 

 

増子議長 ：『ただ今の報告に関して、質問ご意見ありませんか？無いようですので採決に

移りたいと思います。』 

 

承認多数で承認 

 

後藤会長 ：『ありがとうございます。』 

 

議長交代 

 

第 5号議案 平成 30年度事業計画案 

第 6号議案 予算案 

高瀬議長 ：それでは続きまして第 5号議案 平成 30年度事業計画案と第 6号議案 予算

案について一括して執行部より提案よろしくお願いします。 

 

後藤会長 ：議案書通り報告 

『特に毎年からかけ離れていることは記載しておりません。事業計画案の日程

につきましては、各部の勉強会や他のイベントに重ならないように場合によっ

てはここに記載している日程から少しずらす可能性はあるということでご了承

いただければと思います。とりあえず暫定の日程案でございます。』 

『続きまして第 6 号議案の予算案でございます。前年度繰越金の－115,000 円

は帯広市からの 120,000円の分とお考えください。それが入っておりませんの

でこのような繰越金のマイナスとなっております。役員行動費につきましては、

先ほども申した通り札幌の宿泊費が高くなっておりまして、北海道放射線技師

会からの出張費 8,000 円という額が出るのですけど、それではなかなか泊まれ

ない状況となっております。不足分をこちらから出させていただいております

けども、こちらを 10,000 円増やしたいということです。委員会費をいつも

10,000 円計上しておりましたが、大体役員会の日に合わせてどちらの部も会議

をしていただいているので、正直あまり使っていないんですね。前年度の決算

額は 1,088 円というような額になっておりまして、こちらを 5,000 円マイナス

とさせていただきましたが、規約委員会を立ち上げる予定ですので、こちら

5,000 円引いて大丈夫なのか？というところもありますが、なんとかこれでや

って行けるのではと踏んでおります。それを見込んで 5,000 円の削減というこ



とでご了承いただきたい。ゴルフ部と野球部の助成金に関しましては、毎年の

ことなのですけども非常にわかりにくいので、本日初めて総会に出た人は判ら

ないと思いますのでご説明いたします。ゴルフ部に関しましては、北海道放射

線技師会の大会のある年には 30,000円の予算を使っております。大会のない年

は、5,000 円の予算という風に隔年で額が変わっておりますので、増減に関し

ましてはこのようになってしまいます。野球部に関しましては、ユニホームの

更新等もございますので、75,000円という額を毎年更新する訳ではないのです

けど、参加費など含めますと 2年で 150,000 円という計上の仕方をしていまし

て、増減の部分で 75,000 円増えておりますが、こちら予算額の 150,000 円に

前年支出しております 75,000 円を足しているというようなことになっており

ます。平成 30 年野球大会開かれますので大会遠征補助ということで使わせて

頂く額でございます。これらの額に関しましては、全体の予算額からみるとか

なり大きなウエイト占めている部分でありますので、大事に使いたい部分では

あるのですけども、北海道放射線技師会の会員親睦事業として隔年で開催され

るものでございますので、それが開催される間は支部として参加できる限りは

参加したいと考えておりますので、どうかご理解いただきたいと思います。2，

3，4番に関しましては議案書の通りでございます。以上です。』 

 

高瀬議長 ：『ありがとうございました。それでは事業計画案、予算案に対して何か質問、

ご意見のある方、挙手でお願いいたします。』 

 

厚生病院 

菊地会員 ：『一年前の総会で会員の方から、特別講演や勉強会のテーマについて会員の意

見の吸い上げをしてほしいということで、その時何らかの方法で検討しますと

いうお答えを頂いていたかと思うのですけど、一年経ってみてそういうアクシ

ョンがあまり感じられなかったので、その点についてなにか方策を練っている

のかお聞きしたいと思います。』 

 

後藤会長 ：『1 年前の総会でこの意見が出まして、まず最初の画像セミナーの時に郵送物

に同封したと思います。過去 5 年くらいに行われた講演も列記しまして、何か

希望があれば書いて FAX等で送っていただきたいというふうにして、秋季研修

会の時も出したと思います。それに関してのご返信というのが実はひとつもな

くってですね、ご希望を拾い上げきれていないのか、あるいは希望があっても

まだ出せていないのかのどちらかと思いますので、この方法以外も考えなくて

はならないかと思っています。報告が今になって大変申し訳ないのですけども

そのような状況だったということをお伝えします。』 



 

厚生病院 

菊地会員 ：『ありがとうございます。それから、第 5号議案ところで、放射線技術学会北

海道支部とは学術面で講演ライブラリーを利用した講師派遣などで連携を深め

ます。と記載されているのですけれども、私が技術学会の十勝の学術役員をや

っておりまして、技術学会側の話で大変凝縮なのですけども、技術学会の後援

ライブラリーは、今までは地域に要望があれば一発返事で講師を派遣してもら

って旅費とかは技術学会もちでやっていたという経緯があるのですけども、今

年度から予算があまり取れないので、出張セミナーが年間で 1 本、講演ライブ

ラリーが年間で全部合わせて 3本までという縛りが加わりそうです。4月 21日

の技術学会の学術委員会で地域の要望を本部のほうに挙げるようになっており

ますので、1 年の予定を立てるのは難しいとは思うのですけども、もしライブ

ラリーとかを使用する予定があれば、4 月の学会までに私の方まで連絡いただ

きたいと思います。それからもう一点、ライブラリーの件なのですけど、これ

はあくまで技術学会が地方の会員のために講師を派遣してセミナーを行うとい

う体でやっていますので、今問題となっているのは、講師を派遣した先で技術

学会員がほぼいない状態で、地方の技師会向けに技術学会の講師が行っている

というところがいかがなものかという話もあるので、宣伝ではないですけど技

術学会に是非入会していただいてライブラリーを使うという考えを周知してい

ただけたらと思います。それからこれは意見なのですけど、特別講演などの内

容について、文化講演は悪くはないのですけど、技術講演に対して文化講演の

比率が高くなってきているような印象がありまして、我々放射線技師は技術を

売ってお金をもらっているという職業でもありますので、先ほどニーズが無か

ったというところもあるのですけども、技術講演の比率を上げて頂ければと思

います。私の方からは、以上です。』 

 

後藤会長 ：『ご意見ありがとうございます。まず最後の件に関しましては、今日意見を頂

いたということで、今後いろいろ考慮していきたいと考えています。それから

最初の２つに関しましては、29年度も画像セミナーの方で脊椎の整形関係の話

をしていただこうと、技術学会の講演ライブラリーから講演を選びまして打診

したところではありますが、講師の日程が合わなくて実現しなかったというい

きさつがございます。先ほどおっしゃられたように、技術学会に今入っている

人がどれくらいいるのかというのは把握していないのですけども、当然問題に

なると思われるような事例でありますので、今後技術学会のライブラリーを使

うに際しましてはいろいろ考慮しなければならない部分もあるのかなと思うの

と同時にですね、これは個別の方といろいろ話を聞く機会があると、なんで十



勝は技術学会のライブラリーを使ってくれないのかということも聞いたことが

ございまして、その辺うまくバランスを取りながら何とかお願いできる部分に

関してはお願いしたいというところで今後進めていければと思います。なんと

も煮え切らない答弁で申し訳ないのですけども、今お応えできるのはそのあた

りかと思います。』 

 

厚生病院 

菊地会員 ：『ありがとうございます。』 

 

高瀬議長 ：『他にございますか？』 

 

北斗病院 

崎松会員 ：『予算案の会員勉強会支援のところで、前年度の 20,000円から 30,000円に上

がっているのですけど、ひよこの会のことで申し訳ないのですが、さっき内訳

を言っていただいた時にひよこの会は 2,000 円と聞き間違えが無ければおっし

ゃっていたと思うのですけど、業務終わってから集まってもらって勉強しても

うということなので、何名いての 2,000 円なのかわからないのですけど、もう

ちょっといいお弁当とは言わないですけど、もっと勉強の意欲を、ぺこぺこで

やるわけではないと思いますが、頑張れるような何か支援をしていただけたら

もっと有意義なものになるのかなと思いますので、お弁当だけで意欲が湧くわ

けではありませんけど、お金の援助と言いますか考えて頂けたらと思います。』 

 

後藤会長 ：『大変ありがたいご意見ありがとうございます。今後それらを考慮して内容を

もうちょっと考えて、使える部分には使っていきたいと思います。』 

 

高瀬議長 ：『他にご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか？』 

 

帯広休日夜間急病センター 

戸松会員 ：『規約改正と絡んでいると思うのですけど、顕彰基金が 54 万とかなり高額な

金額が計上されているのですけど。これは、先ほどの規約改正のなかでこの辺

の中身については触れていなかったのですけど、この金額が多いがために規約

改正を行うというという認識でよろしいのでしょうか？』 

 

後藤会長 ：『ご質問ありがとうございます。規約改正の部分とここは、リンクさせており

ません。で、顕彰基金に関しましては、今から 2回前か 3回前の総会におきま

して、一時 30 万円を切るくらいに目減りしたということから、帯広市からい



ただいている 2年分の 24万円を顕彰基金に動かしたという経緯がございます。

今後、団塊の世代の方が十勝に結構いらっしゃるものですから、表彰の回数が

増えていくと思われますので、金額に関して多めに見えます 54 万というお金

が足りるのか足りないのかというのはこれから考えていかなければならないこ

となのかなと思われます。顕彰基金に関しましては入る部分が無いんですね。

過去の積み上げたものを今支出しているという状況で、また足りなくなった場

合に総会にはかりまして、一般会計あるいはどこからか移動させる作業が必要

になるかもしれません。ご質問対する回答といたしましては、こちらは規約改

正とリンクしていないということだけご理解頂ければと思います。』 

 

高瀬議長 ：『その他にございますか？なければ先ほどと同じように採決に移りたいと思い

ます。』 

 

承認多数で承認 

 

高瀬議長 ：『第 7 号議案に移ります。 平成 30 年度帯広市休日夜間急病センター出向案

執行部よろしくお願いいたします。』 

 

後藤会長 ：『7 号議案についてはこのような案で進めていきたいというところで、ご承認

いただければと思います。以上です。』 

 

高瀬議長 ：『第 7号議案について、ご質問ご意見ある方は挙手でよろしくお願いします。』 

『なければ第 7号議案に対して採決をとりたいと思います。』 

 

承認多数で承認 

 

高瀬議長 ：『第 8号議案について、執行部からよろしくお願いします。』 

 

後藤会長 ：『3 点ほどございます。まず一点目なのですけど、5 月に北海道放射線技師会

の総会が開かれますけれども、そちらに十勝といたしまして選出会員は、おそ

らく今の状態だと 7 名です。こちらは道の会員 20 名に対して 1 人という計算

になりますけれども、21名であれば 2人とこのような計算になります。私を除

いて 7 名の会員を選出しなければなりません。こちらの方は私どもにご意見い

ただければと思うのと、またご希望がありましたら早めにわたくし後藤の方ま

で言っていただけますと、その方を選出会員として取り扱いたいと思います。』 

『2 点目なのですけど、北海道放射線技師会が会費の値上げについて考えてい



るところであります。北海道放射線技師会の会費は 7,000 円という額が計上さ

れているわけですが、これを 9,000 円にしたいと、2,000 円上げたいというお

話が昨年 29年度に出てきたお話でございます。3月 3日に北海道放射線技師会

の役員会がございまして、十勝としましては、当たり前なのですが値上げに賛

成という人は一人もいないと思うのですよね。値上げは容認するか、やむを得

ないと考えるか、値上げに反対だというようなどちらかのご意見になると思う

のですけども、私の知りうるメールアドレスを使用しまして意見を聞いたとこ

ろ、これを皆さんの意見としていいのかというのは考えるところはあるのです

けど、値上げに関しての提案があまりに唐突すぎるという意見が多数ありまし

た。説明がかなり不足していて、いきなり値上げという印象は拭えないという

ところで、3 月 3 日の役員会ではそのように発言してまいりまして、今回の 5

月の総会では値上げの提案は出ないということになりました。平成 30 年 1 年

かけて説明していき、平成 31 年度から値上げもしくは将来的に値上げをした

いという流れになるだろうと思います。ここまでで何かご意見があればお願い

いたします。』 

 

高瀬議長 ：『2 つの提案なのですけど、この 2 つに関してご意見ご質問のある方挙手でお

願いいたします。』 

 

厚生病院 

永井会員 ：『今の会費の件なのですが、今回の 5 月では出ないということでしたが、30

年度一年間かけて検討していって次年度というお話だったと思いますけど、ま

ず 2,000 円上げる理由を明確にしてほしいのと、わたしも厚生病院で何か所か

転勤していますけども、最近若い方を中心になかなか技師会に入らない方も出

てきている印象を受けております。理由の明確もあるのですけど、例えば日本

放射線技師会、道の技師会、十勝技師会含めて、技師の数と会員加入率の 5 年

10 年の推移とかの情報とかも出していただければ、判断の材料とかにもなろう

かと思います。基本的には職能団体ということなので、日放技もそうなのでし

ょうけども、我々厚生連の技師の中でも強制は当然できないでしょうけども加

入に関しては推奨という形で技師の方に言っていることもありますので、事業

をやるうえでたぶん不足なのでしょうけども、どっちを摂るか？値上げをとっ

て事業をやっていくのか、加入率をやっぱり上げていくのがいいのか。私の意

見としては出来るだけ加入率を上げていく方向だとしたら、なかなか会費のア

ップというのは、我々皆さんもそうでしょうけども、放射線技師会だけ入って

いるわけではないと思います。例えば技術学会だとか、超音波検査学会だとか、

癌検診学会だとか他にもいろいろ複数入っている方がいる中で、今の会費だと



日本を含めると 22,000円というような負担になっているかと思います。我々で

も複数入っていると負担になっているので、若い方だとはなかなかそこ難しい

ような気がします。ちなみに他の所も見てみたのですが、例えば検査技師は全

国 10,000円で道が 5,000 円とか、臨工も同じですね、理学は全国 11,000円、

道は無しといったような状況であります。7,000 円が 9,000 円というのは個人

的な意見としては高いのではないということで、その辺も含めて検討いただけ

ると幸いかと思います。以上です。』 

 

後藤会長 ：『ご意見ありがとうございます。まさにおっしゃる通りだと思います。値上げ

の根拠を明確にしてほしいということを 1 月の支部代表者会議で値上げの話が

出たものですから、こちら私の方から発言させていただいております。いろん

な資料が今後でて来るものと思われますので、今日は材料が不足していますの

で、このような動きになっておりますとしか申し上げられないのですけど、資

料が出てきた段階で皆様に開示していきたいと考えておりますのでご理解いた

だければと思います。』 

 

高瀬議長 ：『そのほかにありますでしょうか？』 

 

後藤会長 ：『もう一つなのですけど、今回郵送物の中に文書でお届けいたしました、膵癌

の早期診断プロジェクトについて少しご説明させていただきます。こちら帯広

市医師会が中心になって、十勝放射線技師会と十勝衛生臨床検査技師会の 2 つ

の職能団体が協力していくということで、膵臓に関する一次診断、具体的にモ

ダリティはエコーということで、エコーの技術レベルを向上させていこうとい

う取り組みでなされています。今後につきまして、エコーの膵臓を描出させる

ための手技についての勉強会が行われるという風に思われますので、その様な

機会がございましたら携われる方は是非、携わらない方にとってもエコーで異

常が見られた場合、その次の検査となりますと MRCPですとか超音波内視鏡だ

とかいわゆる画像検査となっていくはずでございますので、そちらの方の検査

も増えると思われますので、どのような流れでやっていくのかというのが判っ

ていただければなと思います。勉強会があった際にはなるべく顔を出していた

だければと思います。以上です。』 

 

高瀬議長 ：『この件に関して、何かご質問等がございましたら挙手でお願いいたします。』 

 

高地理事 ：『補足をさせていただきます。先ほど会長からお話がありました通り、帯広市

医師会を中心に膵癌早期診断プロジェクトが始まったところであります。この



なかで、臨床衛生検査技師会とうちの放射線技師会の方で合わせまして、帯広

市医師会会員施設を対象に超音波研修会をしたい、ということで各施設に回し

ているところであります。予定としまして 4 月 7 日(土)午後から超音波検査の

研修会、ハンズオンセミナーを予定していまして、まだ若干受講者の空きがあ

るという状況ですので、対象施設の方は是非ご検討いただきたいと思います。

そのあと今後は、また要望がりましたら第 2 回、第 3回ということも予定して

おりますので、窓口は厚生病院の中村さんを中心にやっていただいているので

すが、私でも構いませんし、是非ご参加ください。』 

 

高瀬議長 ：『8 号議案その他はございませんか？以上で議案については最後なのですけど

も、何か会員の皆様から…お願いします。』 

 

北斗病院 

高田会員 ：『要望としてお聞きください。返答は結構です。まず 7号議案に関して、前に

も言ったかもしれないのですけど、出向案を総会で採決するのは、じゃぁ後期

はどうなるのだという問題も含めて、報告に今後はされたらいいと思います。

次に 70 周年に関して、せっかくの機会で、役員以外の会員にも手伝っていた

だいたということで、前回の総会の時に確か反省会を是非やって、そのお手伝

いしていただいた方々を巻き込んで今後、会の活動に活かすような意見もあり

ましたので、是非 10 年に１回の記念事業を機に、新しい若い会員をもっとも

っと積極的に会に参加していただくためにも、核となるそういう役員以外の方

たちとの交流を是非やっていただきたい。あと、先ほどの道の総会に関して選

出会員が 7名出るということですけども、おそらく 5月号に理事会の議案書が

出て、なおかつ 5 月の総会に対する執行部からの、どこまで詳細な意見が出て

いるのかわからないですけど掲載されると思います。選出会員の方は是非それ

らを熟読して総会に臨んでいただきたいと。選出会員はあらかじめ公表される

と思いますので、会員の皆さんで意見がある方は選出会員の方に意見を託して、

総会に臨んでもらうような形をとってもらいたい。以上です。』 

 

後藤会長 ：『ご意見ありがとうございます。私が言わなければならないところを、言って

いただいてありがとうございました。そのようなことですので、皆さんよろし

くお願いいたします。』 

 

高瀬議長 ：『それでは今回も活発なご討議ありがとうございました。これで議長の方を退

席させていただきます。ありがとうございました。』 

以上 


