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 期 日 令和元年（2019 年）5 月 11 日（土） 

   定 期 大 会  13：30～14：00 

   学術講演会  14：00～17：00 

 

 会 場 東北大学医学部 臨床講堂 

   〒980-8574 仙台市青葉区星陵町 2-1 

 

 連絡先 東北大学病院放射線部技師室  

 電話 022-717-7418 

 

  

 交 通 仙台駅前より市バス 

     「作並・八幡町・交通局大学病院前」行 

      大学病院前下車 

 

 

 

 公益社団法人日本放射線技術学会東北支部 

 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ：http://jsrt-tohoku.jp/ 

 電子ﾒｰﾙ    ：tohokubukai-office@umin.org 



 

 

会 員 各 位  

 

 
公益社団法人日本放射線技術学会東北支部 

支部長 坂本 博 

（公印省略） 

 

 

 

令和元年（2019 年）東北支部定期大会および学術講演会の開催について 

支部運用細則第３条に基づき、令和元年度（2019 年）定期大会及び学術講演会を下記のとおり開

催いたします。お誘い合わせのうえ、ご出席賜りますようご案内申し上げます。 

 

記 

 

 期   日 令和元年（2019 年）5月 11 日（土） 

 定 期 大 会 13：30～14：00 

 学術講演会 14：00～17：00 

 会   場 東北大学医学部 臨床講堂 

 

定 期 大 会 次 第 

１．開 会 

２．支部長挨拶 

３．報告事項 

平成 30年度事業報告 

平成 30年度決算報告 

平成 30年度監査報告 

令和元年度事業計画 

令和元年度予算 

その他 

４．閉 会 
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日本放射線技術学会東北支部春季学術講演会 

 
14:00〜14:15 

 「研究班発足の概要と今後の展望」 

  日本放射線技術学会東北支部 支部長 坂本 博 

14:15～17:00 

シンポジウム 「診療放射線領域における医療安全と診療放射線技師の役割」 

      座長  東北支部学術委員長 新潟大学医歯学総合病院 金沢 勉 

         医療安全班班長   国立病院機構宮城病院  立石 敏樹 

 

 乳房班   東北大学病院   千葉 陽子 

 「乳房撮影における医療安全と技師の役割」 

 

 DR 班    東北大学病院   小野寺 崇 

 「一般撮影領域における医療安全 〜 回診撮影時の安全確保と感染対策 〜」  

 

 血管 IVR 班 秋田県立循環器・脳脊髄センター  加藤 守 

 「医療法施行規則一部改正における血管撮影装置の安全管理」 

 

 治療班   東北大学病院   佐藤 清和 

 「放射線治療領域の医療安全 ～ 過去のインシデントを振り返る、独立検証の

重要性と変遷 ～」 

 

 MR 班     新潟大学医歯学総合病院  齋藤 宏明 

 「安全に MRI 検査を行うために診療放射線技師ができること        

〜 実は吸着事故は増えている 〜」 

 

 CT 班  秋田県立循環器・脳脊髄センター   大村 知己 

 「CT 検査の医療安全におけるトピック 〜 造影剤の安全使用に関する最新  

動向を紹介 〜」 

 

 核医学班    東北大学病院   小田桐 逸人 

 「核医学業務における医療安全 〜 過去の事例から学ぶ改善対策 〜」 

 

 医療情報班   みやぎ県南中核病院   坂野 隆明 

 「安全に画像情報を共有するための画像管理 ～時刻管理の実際～」 

 

 

 

お  願  い 

 

定期大会資料は HP よりダウンロードして印刷していただき、ご持参ください。 
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平成 30 年度事業報告 
 

平成 30年度の事業計画と予算計画に基づき、学術活動の更なる充実を目指し事業を執行した。各役

務担当理事・委員の献身的な努力と多くの会員の参画を得て、各種事業を滞りなく推進することができ

た。ここに関係各位の皆様に心より感謝の意を表する。以下に平成 30 年度事業の全般に渡りその概要

を報告する。 

 

１．東北支部第 56 回学術大会（第 8 回東北放射線医療技術学術大会）の開催 
平成 30 年 11 月 3 日(土)・11 月 4 日(日)の２日間、いわて県民情報交流センター アイーナ（盛

岡市）において、永峰 正幸 大会長、村中 健太 実行委員長のもと開催された。『未来につなぐ医療へ

の架け橋』～放射線技術が診療に貢献できること～の大会テーマのもと、一般研究発表 108 題、参加

登録者 565 名の参加となり、実行委員のご尽力により盛会裏に終えることができた。 

 

(1)特別講演 

「放射線検査と受診者コミュニケーションを考える（－ソーシャルワーク的視点から－）」  

独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院放射線科 地域連携室併任 原田淳也 

 

(2) シンポジウム 

「放放射線検査における検査説明と相談」 

演者：  柴田輝雄（中通総合病院）、高橋伸光（奥州市総合水沢病院）、 

金沢勉（新潟大学医歯学総合病院）、八島幸子（宮城県対がん協会）、 

溝江深雪（青森市民病院）  

 

(3) 市民公開講座 

「国際リニアコライダー計画の概要」  

岩手大学理工学部物理・材料理工学科教授 成田晋也 

(4) テクニカルミーティング 

１．撮影技術分野: 大原 亮平（太田西ノ内病院） 

  「CFDの基礎」 

演者１：高橋 大樹（仙台医療センター） 

演者２：大村 知己（秋田県立脳血管研究センター 

 

２．CT分野: 高橋 伸光（奥州市総合水沢病院）  

  「Metal Artifact Reductionは、どう使い、どう評価するか」  

演者１：保吉 和貴（山形大学医学部附属病院） 

演者２：佐藤 裕基．横手市立横手病院） 

 

３．MRI分野: 伊藤大輔（東北大学病院  

  「パラレルイメージングを使いこなそう」 

演者１：高橋 一広（秋田県立脳血管研究センター） 

演者２：工藤 紫織（青森県立中央病院） 

 

４．核医学部門: 三浦 頌太（岩手医大 PET・リニアック先端医療センター） 

「PETを臨床に活かすための撮像技術～収集カウントからTOF, PSF, Qclearを 

考える～」 

演者１：大場 誠（山形大学医学部附属病院） 

演者２：宮本 佳史子（東北大学病院） 

 

５．放射線治療分野: 渡邉 暁（みやぎ県南中核病院） 

  「これからの放射線治療計画に必要な技術と知識」 

演者１：小原 秀樹（弘前大学医学部附属病院） 

演者２：長澤 陽介（福島県立医科大学附属病院） 
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６．医療情報分野: 志村 浩孝（東北大学病院） 

  「RDSRについて」 

演者１：廣田 靖之（岩手医科大学附属病院）  

演者２：田頭 豊（東北大学病院） 

 

(5) ソリューションカンファランス 

１．ドーズコントロール 

コーディネータ 加藤守（秋田県立脳血管研究センター） 

   高橋大樹（国立病院機構仙台医療センター） 

 

２．Women Serendipity 

コーディネータ 風間清子（新潟手の外科研究所病院） 

 

 ３．システムコントロール 

 コーディネータ 続橋順市（星総合病院） 

   鎌倉克行（杜の都産業保健会） 

 

 ４．セーフティコントロール 

 コーディネータ 金沢勉（新潟大学医歯学総合病院） 

   立石敏樹（国立病院機構山形宮城病院） 

 

 ５．ワークフローコントロール 

 コーディネータ 関川高志（中条中央病院） 

   太田運良（総合南東北病院） 

 

(6) 東北診療放射線女性技師の会「みちのくこまち」 

「ゼロから学ぼう！乳腺」シリーズ 

「マンモグラフィを標準規格から究める」  東北大学病院  坂本 博 

 

(7) ハンズオンセミナー 

下肢静脈 DVT エコー検診 

 

(8) 一般研究発表 

 

(9) ランチョンセミナー 

 

(10) 機器展示 

 

２．平成 30 年度定期大会・学術講演会 
開催日：平成 30年 5月 12 日（土） 

会 場：東北大学医学部 臨床小講堂（仙台市） 

参加者：50名 

内 容： 

(1) 定期大会 

 平成 29年度事業報告、決算報告、監査報告と平成 30 年度事業計画、予算を報告 

(2) 学術講演会 

講演1：「CT造影検査の標準化 ～なぜ、造影剤量の標準化は必要なのか～」 

      大阪物療大学 保健医療学部  山口 功 

講演2：「放射線技術研究にも必要な統計を活かす」  

医療法人 小泉病院      小松 斉 

講演3：「東北大学病院におけるチーム医療の実践と課題」  

東北大学病院 診療技術部  梁川 功 
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3．セミナー・研修会の開催 
(1) 第 14 回東北支部セミナー 

「知っておきたいディジタルマンモの世界」 

開催日：平成 30年 7月 7 日（土） 

会 場：コラッセ福島（福島市） 

参加者：55名 

【プログラム】 

1）ディジタルマンモグラフィと品質管理 東北大学病院        斎 政博 

2）ディジタルマンモグラフィの物理特性 山形大学医学部付属病院   大沼 千津 

3）マンモグラフィにおける撮影技術 北福島医療センター     平井 和子 

4）ディジタルマンモグラフィの被ばく管理  総合病院国保旭中央病院   五十嵐 隆元 

5）医用画像情報としての課題  東北大学病院        坂本 博 

 

(2) 第 15 回東北支部セミナー 

「Wilhelm Camp（ヴィルヘルム キャンプ）」- 3rd Season - 

開催日：平成 31年 1月 12 日（土），13 日（日） 

会 場：東北大学医学部 臨床小講堂（仙台市） 

参加者：28名 

【プログラム】 

1）研究テーマの見つけ方と取り組み方  秋田県立脳血管研究センター  大村 知己 

2）パラグラフリーディングとパラグラフライティング  東北大学病院  髙根 侑美 

3）論文の書き進め方          秋田県立脳血管研究センター  加藤 守 

4）演習：パラグラフリーディングとパラグラフライティング   

               担当 東北大学    佐藤 和宏 

                    東北大学病院    髙根 侑美 

                チュータ 新潟手の外科研究所病院  風間 清子 

                    秋田県立脳血管研究センター  加藤 守 

                    栗原市立栗原中央病院   吉田 礼 

                   秋田県立脳血管研究センター  大村 知己  

                   みやぎ県南中核病院   熊谷 伸作 

 

(3) 第 16 回東北支部セミナー 

「ディジタル画像の総まとめ」 

開催日：平成 31年 1月 26 日（土） 

会 場：東北大学病院 第 5 会議室（仙台市） 

参加者：13名 

【プログラム】 

1） 「誰にでもわかる DQEの基本 」  コニカミノルタジャパン株式会社  加野 亜紀子 

2） 「CT に関する SNR」        東北大学大学院 医学系研究科  佐藤 和宏 

3） 「MRI に関する SNR」       栗原中央病院    吉田 礼 

4） 「DR の DQE 実践編」       東北大学病院    小野寺 崇 

5） 「画像解析のためのツール FO-BS」 つがる総合病院   船水 憲一 

6） 「～統計の基礎から学ぼう 正規分布～」 みやぎ県南中核病院  坂野 隆明 

 

(4) 第 2 回 Tohoku Advanced MR Forum（東北アドバンスド MR フォーラム）開催 

 東北支部 MR 研究班 

開催日：平成 31年 02月 9 日（土） 

会 場：東北大学医学部臨床講堂（仙台市） 

参加数：71名 
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(5) 第１回東北 MR Safety フォーラム（東北支部 MR 研究班） 

東北支部 MR 研究班 

開催日：平成 31年 02月 9 日（土） 

会 場：東北大学医学部臨床講堂（仙台市） 

参加数：71名 

 

(6) 第 20 回核医学画像セミナー  －ディジタルファントムを使いこなすー 

教育委員会、核医学部会 

    開催日：平成 30 年度 6月 16日-17日 

会 場：東北大学病院歯科セミナー室 

参加者：20名 

 

(7) 第 6 回救急撮影セミナー開催 

 教育委員会、撮影部会 

開催日：平成 30年度 6月 24 日 

会 場：岩手医科大学病院 創立 60周年記念館 

参加数：31名 

  

(8) 第 10 回 PACS ベーシックセミナー開催 

 教育委員会、医療情報部会 

 開催日：平成 30年度 10 月 27日 

会 場：秋田県立脳血管研究センター 

参加数：23名 

 

(9) 東北地域の研究会（東北ディジタル医用画像研究会）と合同研企画開催 

開催日：平成 30年 6月 9 日（土） 

会 場：リンクステーションホール青森（青森市） 

参加者：100名 

合同企画医療情報班派遣 

【基調講演】東北支部共催企画     

座長  みやぎ県南中核病院  坂野 隆明 

「MWM と MPPS と RDSR の基本」  東北大学病院     志村 浩孝 

 

(10) 東北地域の研究会（東北循環器撮影研究会）と合同研企画開催 

開催日：平成 30年 6月 23 日（土） 

会 場：弘前大学医学部附属病院（弘前市） 

参加者：58名 

「心筋 SPECT で虚血を診る〜核医学検査の役割〜 

核医学研究班派遣  秋田市立秋田総合病院  鎌田伸也 

 

５．支部雑誌（電子版）の発刊 

東北部会雑誌第 28 号（電子版）を平成 31 年 2月に発刊予定。（ホームページの会員ページ

から閲覧可能予定）内容は特別講演、企画講座、シンポジウム、テクニカルミーティング、ラン

チョンセミナー、一般研究発表及び会務報告、研修会・セミナー報告、東北支部第 56回学術大

会開催報告である。 

 

６．東北支部ホームページの機能の向上 

東北支部ホームページ（http:// jsrt-tohoku.jp） 
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7．支部運営 
  支部報告資料として、平成 30年度支部事業報告および平成 30年度支部事業計画と支部予算

書については平成 30 年 12 月末に、平成 30年度支部決算書については平成 31 年（2019 年）

３月 4日に支部期末監査の審議を経て本部に提出した。 

 

8．核医学部会が主催する「核医学チュータ養成プログラム」に会員派遣 

会員 2名を推薦した。 

成田将崇（弘前大学医学部附属病院）、佐藤郁（秋田県立脳血管研究センター） 

 

9．第 46 回日本放射線技術学会秋季学術大会（仙台）への支援 

学術大会参加者:1785 名 

   支部役員が当日実行委員としてボランティア参加した。 

10．他支部が行う学術大会への役員・会員派遣 

関東・東京支部合同研究発表大会 2018支部役員 1 名を派遣した。 

 

11．事務局報告 
(1) 令和元年度（2019 年）会員 

令和元年度 4 月時点での会員数 1,858 名 

(2) 事業および会議 

東北支部学術大会  1回  セミナー        8回 

研修会       1回  支部雑誌第 28号発行  1回 

編集委員会   5回  役員会       3回 

監 査       2回 

 

(3) 表彰  

東北支部賞 

 該当者なし 

    功労賞 

 該当者なし 

学術奨励賞 

 石川寛延（福島県立医科大学付属病院） 

 金沢勉（新潟大学医歯学総合病院） 

 一関雄輝（東北大学病院） 

    永年会員 

該当者なし 

 

9．東北支部研究助成 
  なし 

 10．その他 
 なし 
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平成30年度　東北支部収支計算書
平成30年3月1日から平成31年2月末日まで

(単位：円）

科　　　目 H30年度予算額 H30年度決算額 差　異 備　　　　考

Ⅰ　事業活動収支の部

１．事業活動収入

1) 特定資産運用収入 0 0 0

2) 会費収入 4,475,000 4,535,000 60,000

3) 事業収入 1,947,500 1,497,650 △ 449,850

4) 補助金等収入 1,770,000 1,712,100 △ 57,900

5) 負担金収入 0 0 0

6) 寄付金収入 0 0 0

7) 雑収入 6,000 5,079 △ 921

事業活動収入計 8,198,500 7,749,829 △ 448,671

２．事業活動支出

1) 事業費 6,837,500 4,514,660 △ 2,322,840

(1) 支部学術集会費 3,277,500 3,323,658 46,158

(2) 定期研究発表会費 600,000 199,871 △ 400,129

(3) 表彰費 400,000 30,000 △ 370,000

(4) 講演会等開催費 960,000 611,536 △ 348,464

(5) 会誌費 0 0 0

(6) 調査研究費 320,000 116,500 △ 203,500

(7) 諸委員会費 1,280,000 233,095 △ 1,046,905

(8) 雑費 0 0 0

2) 管理費 2,345,000 1,286,574 △ 1,058,426

(1) 給料手当 0

(2) 臨時雇用費 0

(3) 福利厚生費 0

(4) 会議費 200,000 64,700 △ 135,300

(5) 旅費交通費 1,600,000 1,191,040 △ 408,960

(6) 通信運搬費 20,000 3,660 △ 16,340

(7) 消耗什器備品費 100,000 0 △ 100,000

(8) 消耗品費 70,000 5,898 △ 64,102

(9) 修繕費 0 0

(10) 印刷製本費 0 0

(11) 光熱水料費 0 0

(12) 賃借料 50,000 0 △ 50,000

(13) 保険料 0 0

(14) 諸謝金 0 0

(15) 租税公課 0 0

(16) 負担金（支払手数料・事務所負担金） 5,000 1,404 △ 3,596

(17) 委託費 200,000 18,360 △ 181,640

(18) 減価償却費 0 0

(19) 管理雑費 100,000 1,512 △ 98,488

0

事業活動支出計 9,182,500 5,801,234 △ 3,381,266

事業活動収支差額 △ 984,000 1,948,595 2,932,595

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

1) 特定資産取崩収入 0 0 0

投資活動収入計 0 0 0

2．投資活動支出

1) 固定資産取得支出 0 0 0

2) 特定資産取得支出 0 0 0

投資活動支出計 0 0 0

投資活動収支差額 0 0 0

Ⅲ　財務活動収支の部

1．財務活動収入

財務活動収入計 0 0 0

2．財務活動支出

財務活動支出計 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ 予備費支出 5,049,552 0 △ 5,049,552

当期収支差額 △ 6,033,552 1,948,595 7,982,147

前期繰越収支差額 6,033,552 6,033,552 0

次期繰越収支差額 0 7,982,147 7,982,147  
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令和元年度（2019 年）事業計画 
 

今年も、東北支部運用細則に基づく支部運営を行う。会員各位のご理解とご支援をお願いし、以下に

令和元年度（2019年）事業計画等の概要を記す。 

 

１．東北支部第 57 回学術大会（第 9 回東北放射線医療技術学術大会）の開催 
令和元年（2019 年）10 月 26 日（土）～27 日（日）の 2 日間にわたり仙台市において、     

坂本 博（東北大学病院）大会長、斎 政博（東北大学病院）実行委員長の下に開催する。 

研究発表の領域拡大と演題数の増加を図る。 

 

日 時：令和元年（2019 年）10月 26日（土）～27日（日） 

テーマ：学会テーマ 『Beyond all Radiversity』 ～マルチモダリティの聲～ 

会 場：仙台国際センター 

〒980-0856 仙台市青葉区青葉山無番地  

内 容：特別講演、シンポジウム、実行委員企画、一般研究発表、ハンズオンセミナー、機器展示、

市民公開講座、東北女性活躍推進委員会「みちのくこまち」、ランチョンセミナー 

 

２．令和元年度（2019 年）定期大会 
定期大会は令和元年（2019 年）５月 11日（土）13時 30分より東北大学医学部臨床講堂に

おいて開催する。 

 

3．東北支部春季学術講演会の開催 
令和元年（2019 年）5 月 11 日（土）14 時 00 分から 17 時 00 分まで東北大学医学部     

臨床講堂において開催する。 

  

 「研究班発足の概要と今後の展望」                  

日本放射線技術学会東北支部 支部長 坂本 博 

 シンポジウム 「 診療放射線領域における医療安全と診療放射線技師の役割 」 

     座長 東北支部学術委員長 新潟大学医歯学総合病院     金沢 勉 

       医療安全班班長   国立病院機構宮城病院    立石 敏樹 

① 乳房班 「乳房撮影における医療安全と技師の役割」  

② DR 班 「一般撮影領域にける医療安全 〜 回診撮影時の安全確保と感染対策 〜」  

③ 血管 IVR 班 「医療法施行規則一部改正における血管撮影装置の安全管理」 

④ 治療班 「放射線治療領域の医療安全 ～ 過去のインシデントを振り返る、独立検証の 

重要性と変遷 ～」   

⑤ MR 班 「安全に MRI 検査を行うために診療放射線技師ができること〜 実は吸着事故は 

増えている 〜」  

⑥ CT 班  「CT 検査の医療安全におけるトピック 〜 造影剤の安全使用に関する最新動向を 

紹介 〜」 

⑦ 核医学班「核医学業務における医療安全 〜 過去の事例から学ぶ改善対策 〜」 

⑧ 医療情報班「安全に画像情報を共有するための画像管理 ～時刻管理の実際～」 

 

4．令和元年度（2019 年度）東北支部セミナー＆学会本部事業への協力 
本学会の講演会等を積極的に要請し、当支部の共催として開催する。 

 

(1) 第 17 回東北支部セミナー （東北支部） 

 「Wilhelm Camp（ヴィルヘルム キャンプ）」- 4th Season - 

開催日：令和元年（2019 年）6月 1日（土），2 日（日）           

会 場：東北大学医学部 臨床中講堂（仙台市） 

定 員：50名 

 

(2) 第 18 回東北支部セミナー （東北支部） 

 「知っておきたいディジタルマンモの世界」  
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開催日：令和元年（2019 年）7月 6日（土） 

会 場：いわて県民情報交流センター アイーナ（盛岡市） 

定 員：50名 

 

(3) 第 19 回東北支部セミナー （本部学術講演会、計測部会共催） 

「サーベイメーター活用セミナー」 

開催日：令和元年（2019 年）9月７日（土）           

会 場：新潟医療福祉大学（新潟市） 

定 員：20名 

 

(4) 第 3 回 Tohoku Advanced MR Forum（東北アドバンスド MR フォーラム） 

（東北支部 MR 研究班） 

開催日：令和 2年（2020 年）2月 

会 場：東北大学医学部（仙台市） 

定 員：70名 

 

(5) 東北医療安全技術情報フォーラム （東北支部医療情報研究班、MR 研究班） 

開催日：令和元年（2019 年）8月 

会 場：東北大学医学部（仙台市） 

定 員：70名 

 

(6) 第 85 回乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会 （教育委員会、撮影部会） 

  開催日：令和元年（2019 年）8 月 3日（土）、4 日（日） 

会 場：東北大学病院 

定 員：50名 

 

(7) 東北地域の研究会（東北ディジタル医用画像研究会）との合同企画 

開催日：令和元年（2019 年）6月 15日（土） 

会 場：いわて県民情報交流センター アイーナ（盛岡市） 

 

５．支部雑誌（電子版）の発刊 
東北支部雑誌第 29 号（電子版）を令和 2 年（2020 年）1 月に発刊する。投稿論文、東北支

部第 57回学術大会（第 9 回東北放射線医療技術学術大会）のまとめを中心に、その内容の充実を

図っていく。特に投稿論文の増加推進に努める。 

 

６．学術研究活動への支援 
東北支部研究助成金内規により採用された研究者(グループ)を助成する。研究成果は支部雑誌に

報告していく。 

 

７．東北支部ホームページの機能向上 
   利用者からの意見を集約して、機能増設し支部ホームページの更なる充実を図る。 

 

８．東北支部会員の表彰 

 

９． その他 

・東北地域の関連団体、研究会との共催、後援活動を強化する。 

・表彰事業の実施。 

・会員の増加に努める。 

・他支部の学術活動の視察を行う。 

 

 

 

 

11



 

 

2019年度　東北支部収支予算書
2019年3月1日から2020年2月末日まで

(単位：円）

科　　　目 2019年度予算額 2018年度予算額 増　減 備　　　　考

Ⅰ　事業活動収支の部

１．事業活動収入

1) 特定資産運用収入 0 0 0

2) 会費収入 4,430,000 4,475,000 △ 45,000

3) 事業収入 1,458,000 1,947,500 △ 489,500

4) 補助金等収入 1,770,000 1,770,000 0

5) 負担金収入 0 0 0

6) 寄付金収入 0 0 0

7) 雑収入 1,500 6,000 △ 4,500

事業活動収入計 7,659,500 8,198,500 △ 539,000

２．事業活動支出

1) 事業費 7,043,500 6,837,500 206,000

(1) 支部学術集会費 2,580,500 3,277,500 △ 697,000

(2) 定期研究発表会費 0 600,000 △ 600,000

(3) 表彰費 401,000 400,000 1,000

(4) 講演会等開催費 1,261,000 960,000 301,000

(5) 広報・会誌費 1,200,000 0 1,200,000

(6) 調査研究費 321,000 320,000 1,000

(7) 諸委員会費 1,280,000 1,280,000 0

(8) 雑費 0 0 0

0

2) 管理費 2,095,000 2,345,000 △ 250,000

(1) 給料手当 0

(2) 臨時雇用費 0

(3) 福利厚生費 0

(4) 会議費 200,000 200,000 0

(5) 旅費交通費 1,500,000 1,600,000 △ 100,000

(6) 通信運搬費 20,000 20,000 0

(7) 消耗什器備品費 100,000 100,000 0

(8) 消耗品費 70,000 70,000 0

(9) 修繕費 0

(10) 印刷製本費 0

(11) 光熱水料費 0

(12) 賃借料 50,000 50,000 0

(13) 保険料 0

(14) 諸謝金 0

(15) 租税公課 0

(16) 負担金（支払手数料・事務所負担金） 5,000 5,000 0

(17) 委託費 50,000 200,000 △ 150,000

(18) 減価償却費 0

(19) 管理雑費 100,000 100,000 0

0

事業活動支出計 9,138,500 9,182,500 △ 44,000

事業活動収支差額 △ 1,479,000 △ 984,000 △ 495,000

Ⅱ　投資活動収支の部

1．投資活動収入

1) 特定資産取崩収入 0 0 0

投資活動収入計 0 0 0

2．投資活動支出

1) 固定資産取得支出 0 0 0

2) 特定資産取得支出 0 0 0

投資活動支出計 0 0 0

投資活動収支差額 0 0 0

Ⅲ　財務活動収支の部

1．財務活動収入

財務活動収入計 0 0 0

2．財務活動支出

財務活動支出計 0 0 0

財務活動収支差額 0 0 0

Ⅳ 予備費支出 6,503,147 5,049,552 1,453,595

当期収支差額 △ 7,982,147 △ 6,033,552 △ 1,948,595

前期繰越収支差額 7,982,147 6,033,552 1,948,595

次期繰越収支差額 0 0 0  
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令和元年・2 年度 （公社）日本放射線技術学会東北支部役員名簿 

 

宮城県 支部監事 東北大学病院 診療技術部 

代議員   梁川 功 〒980-8574  

      宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 

   

山形県 支部監事 自宅 

代議員   江口 陽一  

   

宮城県 支部長  東北大学病院 診療技術部放射線部門 

代議員   坂本 博 〒980-8574  

      宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 

 

青森県 支部理事 青森市民病院  医療技術局・診療放射線部 

 代議員   小澤 友昭 〒030-0821 

      青森県青森市勝田 1-14-20 

   

青森県 支部理事 弘前大学医学部附属病院 医療技術部放射線部門 

    成田 将崇 〒036-8563 

      青森県弘前市本町 53 

 

岩手県 支部理事 岩手医科大学附属病院 中央放射線部 

代議員   村中 健太 〒020-8505 

      岩手県盛岡市内丸 19-1 

 

岩手県 支部理事 岩手県立磐井病院 診療支援室 放射線技術科 

    勝田 元 〒029-0192  

      岩手県一関市狐禅寺字大平 17 番地 

 

秋田県 支部理事 秋田県立循環器・脳脊髄センター 放射線科診療部 

代議員   豊嶋 英仁  〒010-0874  

      秋田県秋田市千秋久保田町 6-10 

 

秋田県 支部理事 秋田大学医学部附属病院 中央放射線部 

    照井 正信 〒010-8543  

      秋田県秋田市広面字蓮沼 44-2 

宮城県 支部理事 東北大学大学院医療系研究科保健学専攻 

代議員   千田 浩一 〒980-8575  

      宮城県仙台市青葉区星陵町 2-1 

 

宮城県 支部理事 東北大学病院 診療技術部放射線部門 

   立花 茂 〒980-8574  

      宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 

   

宮城県 支部理事 東北大学病院 診療技術部放射線部門 

代議員   斎 政博 〒980-8574  

      宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 
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宮城県 支部理事 東北大学病院 診療技術部放射線部門 

代議員   中田 充 〒980-8574  

      宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 

   

宮城県 支部理事 東北大学病院 診療技術部放射線部門 

 代議員   茅野 伸吾 〒980-8574  

      宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 

   

山形県 支部理事 山形県立河北病院 中央放射線部 

   佐藤 晴美 〒990-2292 

      山形県西村山郡河北町谷地字月山堂 111 

 

山形県 支部理事 山形大学医学部附属病院 放射線部 

代議員   佐藤 俊光   〒990-9585  

      山形県山形市飯田西 2-2-2 

 

福島県 支部理事 福島県立医科大学附属病院 放射線部 

代議員   村上 克彦 〒960-1295  

      福島県福島市光が丘 1番地 

 

福島県 支部理事 福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室 

代議員   久保 均  〒960-1295  

      福島県福島市光が丘１番地 

    

新潟県 支部理事 新潟大学医歯学総合病院 診療支援部放射線部門 

代議員   金沢 勉 〒951-8520  

      新潟県新潟市旭町通 1-754 

 

新潟県 支部理事 新潟県立中央病院 放射線科  

   大坂 暁胤 〒943-0192  

      新新潟県上越市新南町 205 

   

宮城県 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 東北大学病院 診療技術部放射線部門 

    阿部 養悦 〒980-8574  

      宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1 

 

山形県 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 山形大学医学部附属病院 放射線部 

   鈴木幸司 〒990-9585 

     山形県山形市飯田西 2-2-2 
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令和元年・2 年度  （公社）日本放射線技術学会東北支部代議員名簿  

 

 青森県 小澤 友昭 青森市民病院 

 秋田県 豊嶋 英仁 秋田県立循環器・脳脊髄センター 

 秋田県 加藤 守 秋田県立循環器・脳脊髄センター 

 秋田県 大村 知己 秋田県立循環器・脳脊髄センター 

 秋田県 工藤 和也 市立秋田総合病院 

 岩手県 村中 健太  岩手医科大学附属病院 

 宮城県 梁川 功 東北大学病院 

 宮城県 坂本 博 東北大学病院 

 宮城県 千田 浩一 東北大学大学院 

 宮城県 斎 政博 東北大学病院 

 宮城県 中田 充  東北大学病院 

 宮城県 小田桐 逸人 東北大学病院 

 宮城県 志村 浩孝  東北大学病院 

 宮城県 坂野 隆明  みやぎ県南中核病院 

 宮城県 茅野 伸吾 東北大学病院 

 宮城県 後藤 光範 宮城県立がんセンタ－ 

 山形県 江口 陽一   

 山形県 佐藤 俊光  山形大学医学部附属病院 

 福島県 村上 克彦 福島県立医科大学附属病院 

 福島県 久保 均 福島県立医科大学 

 新潟県 金沢 勉 新潟大学医歯学総合病院 

 新潟県 風間 清子 新潟手の外科研究所病院 

 新潟県 能登 義幸 新潟大学医歯学総合病院 

 富山県 野水 敏行 富山労災病院 
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～ お 願 い ～ 

 

勤務先変更等がございましたら早急に公益社団法人 日本放射線技術学会 事務局にご連絡下さい。 

 

尚、正会員入会申込み、会員登録内容の変更は技術学会ホームページより簡単にできます。宜しくお

願い致します。 

公益社団法人 日本放射線技術学会 事務局  

〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入東錺屋町 167 

ビューフォート五条烏丸 3 階 

TEL : 075-354-8989 

FAX : 075-352-2556 

 

・日本放射線技術学会ホームページ 

 : http://www.jsrt.or.jp/data/ 

・正会員入会申込み、会員籍登録内容変更  

：http://www.jsrt.or.jp/data/procedure/nyukai-main/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
公益社団法人 日本放射線技術学会東北支部事務局 

〒980-8574 仙台市青葉区星陵町 1-1 

東北大学病院 診療技術部放射線部門内 

支部長 坂本 博 

電   話 022-717-7418 

ファックス 022-717-7430 

ＨＰ： http:// jsrt-tohoku.jp 
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