
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２６年度第１回理事会会報

開催日時：平成２６年５月１８日（日）１５時００分～１８時００分

開催場所：公益社団法人岐阜県診療放射線技師会事務所

出席者 ：安田鋭介、小野木満照、増田 豊、丹羽政美、浅野宏文、松野俊一、橋本利彦、

三木一孝、野田孝浩、加藤統子、石原匡彦、竹島賢治、水野辰彦、古川晋司、

纐纈和人 各理事

井戸靖司、中西茂樹 両監事

議事

１）会長報告                       会長 安田 鋭介理事

   １）本会について

・行政庁への電子申請

平成 26 年 3月 30 日 、事業総額のうち公益目的事業に使用する金額を「50％

以上」から「20％以上」へ変更し、届け出た。また、平成 26 年 3 月 31 日、平

成 26 年度の事業計画、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載し

た書類を届け出たと報告がなされた。

・東海学院大学３年生教育による放射線技術科の開設予定について

岐阜県庁健康福祉部長へ要望書を提出。４年制教育の必要性は十分理解でき、

高度医療の推進に４年制教育は必須であると認識であった。東海学院大学理事

長への再三にわたるアポイント要請を行ったが受けていただけないために、直

接大学へ伺ったが、事務長以下の役職者への面会が叶わず、窓口の係りに要望

書を提出した旨の報告がなされた。

・法人県民税の減免申請並びに法人市民税均等割の減免申請

平成 26年 4 月 2日、山田会計事務所より岐阜県税事務所、岐阜市財政市民税課へ

提出した旨の報告がなされた。

    ・その他

岐阜医療科学大学『平成 25 年度学位授与式・修了証書授与式』への参加

日時：平成 26 年 3月 26 日（水）午前 10 時～

会場：岐阜医療科学大学 早緑ホール

出席者：安田

岐阜医療科学大学『平成 26 年度入学式』への参加

日時：平成 26 年 4月 4 日（金）午前 10 時 30分～

会場：関市文化会館

出席者：総務担当 丹羽政美理事

岐阜県立下呂温泉病院 新病院竣工式・内覧会への招待



日時：平成 26 年 4月 19 日（土）午前 10 時 30分～

会場：下呂交流会館

出席者：増田副会長

松波総合病院 北館 完成記念式典・内覧会への招待

日時：平成 26 年 5月 18 日（日）午前 11 時～

会場：松波総合病院

出席予定者：橋本理事

   上記イベントへの参加報告がなされた。

２）日本診療放射線技師会について

     ・新情報システム（JARTIS）平成 26 年 3 月 25 日（火）午前 10 時 00 分より稼

働した。

・業務委託契約（内容：入会手続きなどの事務費）締結（平成 26 年 3 月 28 日）

      委託料：476 名×200 円＝95,200 円（平成 25 年 9 月 30 日現在会費完納者数

×200 円）

・放射線機器管理連絡委員の推薦。増田副会長から推薦人を決定次第ほうこく

する。

・時局講演会の開催

日時：平成 26 年 4 月 4 日（金）18 時～

場所：ANA インターコンチネンタルホテル東京 地下１階「プロミネンスⅢ」

参加者：丹羽、松野理事

・平成 26 年 4 月 14 日 東海学院大学（岐阜県各務原市）が来年４月、３年生

短期大学にて放射線技術科の学科を開設予定との連絡を受けた。

・岐阜県の被ばく相談担当者の選出要請

放射線管理士を取得している会員が望ましい。平成 26 年度も岡田富貴夫会員。

・平成 25 年度地区役員等の功労表彰・・・・受賞者 田中孝二様、大塚 誠様

表彰期日 平成 27年 2 月 15日（日）

表彰会場 第 56 回東海四県放射線技師学術大会会場 メルパルク名古屋

・静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会の開催

日時：平成 26 年 5月 25 日（日）9 時 55 分開講

会場：木沢記念病院 中部療護センター３階 討論室

       参加者：浅野担当理事、安田、他

・第 30 回日本診療放射線技師学術大会 第 21回東アジア学術交流大会

会期：平成 26 年 9月 19 日（金）・20日（土）・21 日（日）

会場：別府国際コンベンションセンター B-Con Plaza（大分県別府市）

演題締切を 5 月 23 日（金）まで延長した。

      上記事項についての報告がなされた。



３）中日本地域について

     ・第 7回中部放射線医療技術学術大会の開催予定

        日時：平成 26 年 11月 1 日～2 日

        会場：名古屋市

打ち合わせ会が平成 26 年 6月１日福井市で開催され、監事として出席する。

     ・第５６回東海四県放射線技師学術大会の開催予定

日時：平成 27 年 2月 15 日（日）9 時～16 時

会場：メルパルク名古屋 （名古屋市東区）

      上記について報告がなされた。

  審議事項

   ・東海学院大学３年生教育による放射線技術科の開設予定に対する対応について

    安田会長より放射線技術科教育課程、教育年数、文部科学省、厚生労働省との

関わりについて、また、日本診療放射線技師会としては放射線技術科４年制教

育を推進する方向性であることの説明がなされ、岐阜県診療放射線技師会とし

ても放射線技術科４年制教育を推進したい旨を一同に諮ったところ、全会一致

で承認された。

３－１）副会長報告                  副会長 小野木満照理事

   １）会誌第１１７号（通号８１巻）の送付について

３月３１日、自宅会員４３名、賛助会員２９社に送付した。４月１５日、全国

技師会（日放技含む）４７冊、外部団体５冊、国会図書館２冊送付したと報告

がなされた。

   ２）資格喪失回復者へ会誌送付について

     資格喪失回復者へ会誌を送付したと報告がなされた。３月３１日：５名、５月

７日：２名

３）電子申請について

     ３月３０日、事業総額のうち公益目的事業に使用する金額を５０％以上から２

０％以上に変更したことの届出、３月３１日、事業計画、収支予算書及び資金

調達及び設備投資の見込みを記載した書類を申請したと報告がなされた。

４）その他

  ・葬儀式参列した旨の報告

  ・地域理事へ会員名簿作成データの校正依頼

  審議事項

   ・会誌及び会員名簿の発注について



     見積もりを提示した上で審議し、発注会社を決定することで承認された。

   ・県民公開講座運営規程（案）について

     理事会で県民公開講座運営規程（案）の提出を承認されたうえで、会長が諮問

委員会へ諮問することが正式な作業手順であるところ、理事会にて承認される

前に諮問委員会へ諮問したことについての謝罪があった。

     県民公開講座運営規程（案）の概要の説明がなされた。

     県民公開講座とレントゲン祭と併催した場合について対応についての質問（吉

川理事）に対し、従来通り午前にレントゲン祭（１ないし２講演）、午後に県

民公開講座として対応する（小野木理事）との返答があった。

     学術大会等に発生する講師料についてもこの規程（案）に沿って対応するのか

（水野理事）との質問に対し、学術大会の規約には県民公開講座運営規程（案）

を基にする（増田理事）との返答がなされた。

３－２）副会長報告                 副会長 増田 豊 理事

   ・新病棟竣工式・内覧会招待

     平成 26 年 4 月 19 日（土）午前 10 時 30 分～地方独立行政法人岐阜県立下呂温

泉病院の新病棟竣工式・内覧会が下呂交流会館・新病院（交流会館隣接）にて

行われ、参列したとの報告がなされた。

４）事務局報告

  １）総務                           丹羽 政美理事

   ・第６５回総会の資料が配布され、概要の説明と校正依頼がなされた。

   ・第５７回東海四県放射線技師学術大会開催のためにじゅうろくプラザを仮予約し

たと報告がなされた。

   ・２通の祝電を発注、また、事務所はと対策について完了したと報告がなされた。

  ２）庶務                           浅野 宏文理事

   ・入会、退会者について説明があり、全会一致で承認された。

  ３）財務                           松野 俊一理事

   ・平成２５年度決算および財務監査について

平成２６年３月３１日付けにて決算を実施し、平成２６年５月８日、岐阜医療科

学大学にて両監事による会計監査を受けた旨の報告がなされた。

   ・仮出し金(地域対策費、活動費、研究会費用)の支給について

   総会後に支給する旨の説明がなされた。



   ・平成２６年度県技師会費の請求について

    日本診療放射線技師会費と合算請求にて行い、９月３０日納入期限であると説明

がなされた。また、賛助会員会費は総会後の請求発送とする(３１社 ９３０，

０００円)ことの説明がなされた。

   ・事業開催時の収支報告書について

    各研究会、部会、地域において事業を開催した場合は、担当理事が収支報告書を

作成し事務局に提出する事の説明がなされた。

・平成２５年度県技師会費未納者について

    平成２６年３月３１日現在の未納者に対し各地域理事より支払依頼の連絡をお

願いすることの依頼があった。

審議事項

・第１８回学術大会運営費（３００，０００円）について

予算案の確認および予算執行についての説明がなされ、全会一致で承認された。

・平成２６年度予算案について

平成２６年度予算案の概要の説明がなされた。予算案について確認の上、今年度

の事業を遂行することで承認された。

・３月末決算について概要の説明がなされ、内容について一同に諮ったところ、全

会一致で承認された。

５）ＪＡＲＴ教育事業報告                    浅野 宏文理事

１）平成２６年第１回度静脈注射（針刺しは除く）に関する講習会を平成２６年５

月２５日（日）木沢記念病院（中部療護センター３Ｆ討議室）にて開催予定で

あり、申し込み者数３７名（定員５０名）であると報告がなされた。

２）平成２６年度フレッシャーズセミナー・夏季セミナーを平成２６年７月１９日

（土）１３：００～シティホテル美濃加茂にて例年通りの内容で開催すると報

告があった。

審議事項

・平成２６年度フレッシャーズセミナー・夏季セミナーの講演者選定をＪＡＲＴ教

育担当理事に一任することについて一同に諮ったところ、全会一致で承認され

た。

６）学術事業報告

  １）学術大会                      代理 増田 豊 理事

   ・第１８回岐阜県診療放射線技師学術大会の開催予定

    日時：平成２６年１１月１６日（日）



    場所：岐阜医療科学大学 早緑ホール

    各研究会等へシンポジスト、座長の選出依頼中であると説明がなされ、第３回準

備委員会を５月２８日（水）に開催するとの報告がなされた。

  ２）レントゲン祭                       吉川 典子理事

   ・平成２６年度レントゲン祭並びに講演会

日時：平成２７年２月１１日（火）祝日 １０：００～１２：００

場所：岐阜県図書館

   上記について、開催、収支報告並びに開催予定であり、講演内容については県民公

開講座の内容を考慮し決定したいと報告がなされた。

  ３）セミナー                         三木 一孝理事

   ・平成２６年度夏季セミナーについて

平成２６年７月１９日（土）シティホテル美濃加茂にて開催予定であり、内容に

ついてはＪＡＲＴ教育担当理事と協議し決定すると報告がなされた。

７）委員会・担当報告

  １）総務委員会                        丹羽 政美理事

   ・平成２６年度第１回総務委員会

日時：平成２６年５月１２日（月）１９：００～２１：００

場所：岐阜県診療放射線技師会事務所

     出席者：７名

     内容：会長、副会長、総務、庶務、財務、ＪＡＲＴ教育、地域、その他

上記委員会の議事内容について報告がなされた。

   

   審議事項

   ・地域委員会規程案、諮問委員会運営規程案、広報委員会規程案、表彰委員会規程

案、ホームページ運用規程案、印章管理規程案、県民公開講座運営規程案、役員

選出規程修正案、定款の一部改定について説明があり、その内容の校正等は電子

媒体による（メール）会議にて確認することについて一同に諮ったところ全会一

致で承認された。

  ２）地域委員会                        橋本 利彦理事

   ・岐阜県診療放射線技師会ののぼりについて

     色彩について数点の候補が挙げられ、多数決により決定した。

のぼりについて、見積もり等の説明がなされ、購入について一同に諮ったとこ



ろ全会一致で承認された。

  ３）学術教育委員会                      増田 豊 理事

   特になし

  ４）広報・編集委員会                     加藤 統子理事

・岐阜県診療放射線技師会誌第８２巻通号１１８号について

     ４月３０日（水）広告掲載依頼書を 32 社（非賛助会員１社含む）に送付した

との報告がなされた。

  ５）広報・電子情報・イベント管理               野田 孝浩理事

   ・本会ホームページの更新 ８件

・地域・研究会・分科会のページ更新 ９件

・生涯教育のカウント申請（2014.5.6 現在） ８件

・社会活動イベント実績 1 件

本会ホームページの更新、地域・研究会・分科会のページ更新、生涯教育のカウン

ト申請、社会活動イベント実績について報告があった。

６）表彰委員会                        小野木満照理事

   １）日本診療放射線技師会表彰者について

   ・地域役員等の功労表彰 ２名

      第５６回東海四県放射線技師学術大会において表彰

    ・永年勤続５０年表彰 １名

    ・永年勤続３０年表彰 １２名

   ２）会長表彰（永年勤続３０年表彰）

     小野木表彰委員長から推薦のあった１２名（日放技永年勤続３０年受彰決定者）

について審議し、全員を全会一致で承認した。

   ３）会長表彰（地域功労）

     各地域から推薦のあった８名について審議し、７名を全会一致で承認した。

   ４）平成２６年度岐阜県公衆衛生協議会会長表彰 被表彰候補者の推薦

     小野木表彰委員長から推薦のあった１名について審議し全会一致で承認した。

  

  審議事項

   表彰業務の円滑効率化について

公印が押印された推薦文書にて各地域から他団体へ推薦する場合、被表彰候補者

の功績調書を９月１０日又は２月１０日迄に表彰委員会（小野木宛）に提出、同



委員会で審議し、直近の理事会で承認を得た後に公印を押印する旨の説明がなさ

れ、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

７）社会活動                         橋本 利彦理事

   特になし

８）厚生                        代理 小野木満照理事

   特になし

８）分科会・研究会報告

  １）放射線管理士分科会                    石原 匡彦理事

  ２）女性分科会                        吉川 典子理事

  ３）医療情報研究会                      纐纈 和人理事

  ４）Ｘ線ＣＴ研究会                   代理 増田 豊 理事

５）ＭＲ技術研究会                   代理 小野木満照理事

６）核医学談話会                       三木 一孝理事

７）血管造影技術研究会                    加藤 秀記理事

８）消化器画像研究会                     水野 辰彦理事

  ９）超音波研究会                       竹島 賢治理事

  １０）乳房画像研究会                     加藤 統子理事

  １１）放射線治療技術研究会                  古川 晋司理事

  各研究会、分科会担当理事から研究会の開催報告があった。

  各研究会、分科会担当理事から研究会の開催（予定）事業等の報告があった。

９）地域報告

  １）岐阜地域                      代理 小野木満照理事

  ２）西濃地域                         竹島 賢治理事

  ３）中濃地域                         古川 晋司理事

  ４）東濃地域                         水野 辰彦理事

  ５）飛騨地域                         纐纈 和人理事

  各地域理事から各地域で開催（予定）、参加事業等について報告があった。

   審議事項

   ・委員、研究会等世話人交代について

     委員、世話人交代について、次回理事会で報告、審議することで承認された。

尚、世話人の任期は平成２７年総会終了までであることの確認がなされた。



１０）その他

  １）総会運営委員会                      増田 豊 理事

    岐阜県診療放射線技師会役員任期満了に伴う役員立候補届について、受付開始日

は平成２６年５月１３日（火）、締切は平成２６年５月１９日（月）午後４時（郵

送の場合は当日消印有効）であるとの説明がなされた。

    審議事項

     役員選出規程について

      役員選出規程の改正案について、詳細な説明がなされた。内容について一同

に諮ったところ、全会一致で承認された。

  ２）次回理事会について

   ・次回理事会は平成２６年５月１８日（日）１５：００～岐阜県診療放射線技師会

事務所にて開催するとの報告がなされた。

以上


