
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２６年度第７回理事会会報

開催日時：平成２７年３月２１日（土）１５時３０分~１８時３５分

開催場所：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、楳田雄大、

橋本利彦、伊藤益弘、三品雅美、吉川典子、多湖博史、竹島賢治、奥村 功    

各理事

     福山誠介、野倉敏久 両監事

途中退席：渡辺享信 理事

欠席  ：加藤秀記、萩野英俊、恒川秀樹、山口博司、中田幸博 各理事

１．開会の辞                            浅野宏文理事

  庶務理事より第７回理事会を開催するとの挨拶があった。

２．代表理事挨拶                          安田鋭介理事

３．議長                              安田鋭介理事

４．議事

１）第６回理事会議事録確認

    第６回議事回議事録が提示され、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。

２）会長報告                           安田鋭介理事

  １．本会について

    ・県医療整備課の立ち入り検査が平成２７年１月３０日に行われ、その内容、指

摘事項については資料を提示の上、報告がなされた。

    ・平成２７年２月１１日に平成２６年度レントゲン祭並びに講演会を、同日、第

７回県民公開講座を開催。また、第３１回岐阜県病院協会医学会（平成２７年

１０月４日開催）、第２８回日本消化器画像診断情報研究会静岡大会（平成２８

年２月２０日～２１日開催）の後援依頼について、それぞれ資料を提示され説

明がなされ、承諾したと報告がなされた。

    ・岐阜県医療科学大学学位授与式（平成２７年３月２０日）へ安田会長が参加、

第３１回ＪＣＲＴ実行委員会（平成２７年３月１４日）へ小野木副会長、増田

副会長、丹羽理事が参加、その内容について報告がなされた。

  ２．日本診療放射線技師会について

    ・基礎講習「消化管撮影」について、平成２７年１月２５日に開催、参加人数等

の報告がなされた。

    ・業務拡大に伴う統一講習会について、講習会講師として岐阜県から２名の講師



を選出、平成２７年２月２８日、３月１日の講師養成講習会に参加していただ

いた旨の報告がなされた。

    ・日放技会平成２７・２８年度代議員選挙における岐阜県からの代議員選出につ

いて、会員からの立候補がなかったため、前回と同様に安田会長、小野木副会

長、増田副会長、丹羽理事、浅野理事（補欠）として立候補した旨の説明がな

された。

    ・第３２回学術大会に関する日放技役員の視察が平成２７年２月１６日に開催さ

れ、日放技から４名、岐阜県から実行委員全員が参加。資料を提示の上、内容

について報告がなされた。

    ・平成２７年２月２１日に開催された日放技第６回理事会に参加、資料を基にそ

の議事について報告がなされた。第３２回ＪＣＲＴについて、岐阜県から選出

した実行委員１２名が議事として挙げられ、承認された旨の報告がなされた。

    ・女性サミット地域代表会議が平成２７年３月７日に開催、資料が提示され、岐

阜県からは吉川理事に参加いただいた旨の報告がなされた。

    ・日放技との会費納入に関する業務委託契約について、締結文書を２月２０日に

発送したと報告がなされた。

  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事業執行状況ならびに会見監査に赴いた

旨の報告がなされた。

    ・第３回ＣＣＲＴ運営委員会（第７回中部放射線医療技術学術大会）が平成２７

年２月７日に開催され、議事録を提示の上、その内容について報告がなされた。

    ・第５６回東海四県放射線技師合同学術大会並びに会長会議が平成２７年２月１

５日に開催され、学術大会の参加人数ならびに会長会議の内容について資料を

基に報告がなされた。

３）副会長報告（広報）                     小野木満照理事

  ・会誌第１１８号（通号第８２巻）及び会員名簿を新入会員５名並びに転入会員１名

へ、会誌第１１８号（通号第８２巻）、会誌第１１９号（通号８３巻）及び会員名簿

２名へ、会誌第１１９号（通号第８３巻）を自宅会員４３名、賛助会員３３社、日

放技含む全国技師会４７技師会、寄贈１０冊、国立図書館へ送付したと報告がなさ

れた。

  ・第７回県民公開講座について、平成２７年２月１１日開催、その参加人数ならびに

   資料を提示の上、収支報告がなされた。

  ・第８回県民公開講座第２回運営会議を平成２７年３月１２日開催。資料を基に、第

７回県民公開講座の報告、第８回県民公開講座のプログラム等、その内容について

説明がなされた。第８回県民公開講座の講演について、開催日は平成２８年３月１



３日、担当研究会から２名の講師が提案されたと報告がなされた。場所については

じゅうろくプラザを予定。利用不可な場合を想定し、ふれあい福寿会館を仮予約し

たと説明がなされた。

  ・事務職員の新規採用について、平成２７年１月２６日事務所にて契約を締結。新規

採用者氏名と出勤日について報告がなされた。

  ・サンライズクリニック勤務の会員から女性技師の求人依頼があった旨の説明がなさ

れた、情報を求む依頼がなされた。

  ・本会チャリティ事業にて集まった寄付金６，４１７６円を東北地方太平洋沖地震に

伴う災害復旧等対策のために寄付（３月１１日）。本会ホームページにも掲載済みで

あると報告がなされた。

  審議事項

  ・第８回県民公開講座のテーマ、日時、場所、内容等について、運営委員会で提案さ

れた企画の通り進めることを一同に諮ったところ、全会一致で承認された。また、

予算案はじゅうろくプラザ仕様のため、ふれあい福寿会館使仕様の予算案は、後日

理事会メールで審議頂くことで承認された。

・名誉会員推戴用の様式について、提示された申請用紙を使用することを一同に諮っ

たところ、全会一致で承認された。

４）副会長報告（学術）                      増田 豊理事

  １．学術報告

・第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会準備委員会が平成２７年１０月２５日

（日）開催され、資料を提示の上、詳細な説明がなされた。日程は平成２７年

１０月２５日（日）、場所は岐阜県立多治見病院中央診療棟３階 講堂を予定、

学術大会プログラム案ならびにメール会議にて承認された講師についての報告

がなされた。

  ・放射線関連機器故障・事故事例調査の追加協力施設依頼について、現在依頼中

であるとの報告がなされた。詳細については、改めて報告することとなった。

また、ＭＲによる吸着事例調査に関して、協力いただいた１５施設からの回答

を日本診療放射線技師会へ提出したと報告がなされた。

・弔事へ会長名代として参列した旨の報告がなされた。

    審議事項

    ・第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会のプログラム案について、一同に諮っ

たところ、全会一致で承認された。

    ・第５７回東海四県放射線技師学術大会ならびにレントゲン祭について、日時：



平成２８年２月１１日、場所：じゅうろくプラザ ホール、テーマを「超高齢

社会に求められる放射線診療」で企画していくこと、また、実行委員会を学術

担当理事にて構成することについて、一同に諮ったところ、全会一致で承認さ

れた。

  ２．総会運営委員会報告

    ・平成２６年度第１回総会運営委員会が平成２７年３月６日に開催され、委員長

の選出、メーリングリストの作成が完了した等、その内容について報告がなさ

れた。また、第６６回総会について、平成２７年６月１４日（日）１０時開催、

場所は岐阜医療科学大学早緑ホールが提案された。総会内容は、①平成２６年

度事業報告、②平成２６年度収支決算報告及び監査報告、③平成２７年度事業

計画、④平成２７年度予算案、⑤定款改定、諸規程案について、⑥「業務拡大

に伴う統一講習会について」、⑦その他、が挙がったと報告がなされた。

    審議事項

    ・総会日時、場所、総会内容について資料を提示の上、報告で挙げたとおりで進

めていくことについて、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

   ・総会開催会告の会員への配付について、会長から４月上旬にハガキを郵送する

案が提案され、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

５）事務局報告

  １．総務                            丹羽政美理事

    ・事務所の照明交換、第８回ＣＣＲＴポスターの依頼（２００部）、事務所サーバ

ー外付けハードディスクの修理を行ったとの報告がなされた。

    ・３２ＪＣＲＴ実行委員会報告として、第２回第３２回日本診療放射線技師学術

大会準備委員会を平成２７年１月３０日に事務所にて開催、また、第３２回日

本診療放射線技師学術大会会場視察を平成２７年２月１６日に開催、３００名

以上収容可能な会場を３会場用意すべきとの要望があり、会場を追加した等、

その内容について報告がなされた。

また、実行委員について、日本診療放射線技師会の承認を受けたとの報告とあ

わせ、その担当等も含め紹介された。

    ・第３１回ＪＣＲＴ実行委員会が平成２７年３月１４日（土）京都府放射線技師

会事務所にて開催、岐阜県からは３名が出席したと報告がなされた。第３１回

日本診療放射線技師学術大会の進捗状況、プログラム、申込システム、企画等

資料を提示の上、詳細な説明がなされた。岐阜県から第３１回日本診療放射線

技師学術大会の実行委員となっている６名については、学術大会当日は京都技



師会の実行委員と同様な行動となること、６名以外の実行委員の宿泊施設につ

いては予約していただいていることについても報告がなされた。また、第３２

回ＪＣＲＴについて、ＪＲＣにおける協賛依頼の注意点等の詳細な説明がなさ

れた。

    ・次回理事会から「３２ｔｈＪＣＲＴ」という章を立て、報告することとなった。

    ・第３２回ＪＣＲＴ実行委員の追加について、実行委員会にて順次選出する予定

であったが、岐阜県会員並びに各施設所属長への協力依頼を通知していないこ

とを受け、通知後に選出していく意向に変更した旨の説明がなされた。

    審議事項

    ・第３２回日本診療放射線技師学術大会について、①総会資料に第３２回学術大

会への協力依頼文書を差し込むこと、②各施設所属長宛てに別添えで協力依頼

文書を送付すること、③実行委員として会員１名を推薦すること、以上３点に

ついて一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

  ２．庶務                            浅野宏文理事

    ・入会、退会等申請者について、資料を提示の上、２名の入会申請、１６名の退

会申請があったと報告がなされた。

    ・岐阜県診療放射線技師会会員資格喪失者について、資料を提示の上、８名が会

員資格喪失すると報告がなされた。

    ・入会、退会等の申請について、入会手続きの完遂のお願い、また、退会予定の

会員には早急に手続きを進めていただきたいとの報告がなされた。

    ・公益法人に係る立ち入り検査について、平成２７年１月３０日、岐阜県診療放

射線技師会事務所にて行われ、資料を提示の上、理事会の出欠席において従来

の委任状による代理出席は認められないこと、定款改定の必要性について等説

明がなされた。

    ・公益法人に係る立入検査の指摘に関連して、稟議書（起案、議事録）の必要性

について説明がなされ、資料（雛型）を提示の上、様式について報告がなされ

た。稟議書の提出区分等の詳細については、県庁医療整備課と調整の上決定す

ることとなった。

    審議事項

    ・入会、退会申請者について一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

・会員資格喪失者について、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

  ３．財務                            松野俊一理事



    ・平成２６年度県技師会費について、未納入の会員７１名、各地域理事へ未納入

者への請求をお願いした旨の報告がなされた。ある会員から納入したにもかか

わらず未納入者となっているとの問い合わせもあるため、日本診療放射線技師

会からの未納入者リストについて精査するとの説明がなされた。

    ・平成２７年度岐阜県診療放射線技師会費について、平成２６年度と同様に日本

診療放射線技師会費と合算請求すること、また、請求書案内文はＪＡＲＴから

平成２７年３月１１日発送、平成２７年９月３０日納入期限。岐阜県のみの会

員には岐阜県技師会事務所から平成２７年４月末頃発送、平成２７年９月３０

日納入期限とする旨の説明がなされた。

    ・日本診療放射線技師会との業務委託契約について、平成２６年度の業務委託契

約を締結し、委託料は平成２７年２月２７日に入金済みである旨の報告がなさ

れた。

    ・平成２６年度決算について、平成２７年３月３１日付にて実施するため、各研

究会等の３月収支報告は４月２日必着と依頼された。

    審議事項

    ・平成２７年度予算案ならびに資金調達及び設備投資の見込みについて

     平成２７年度（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）事業計画、

収支予算案および資金調達および設備投資の見込みを記載した書類について

の報告がなされた。

    別添平成２７年度事業計画およびこれに伴う収支予算書案を提示、平成２７年

度の事業計画および収支予算案について詳細な説明を行った。これを一同に諮

ったところ、執行に係わる細部については会長に一任することで、全員一致を

もって承認された。また、資金調達および設備投資の見込みを記載した書類に

ついて、当法人は資金調達および設備投資の見込みがない旨を説明し、一同こ

れを承認した。

６）ＪＡＲＴ教育事業報告                     浅野宏文理事

  ・ＪＡＲＴ基礎講習「消化管撮影」について、平成２７年１月２５日（日）に開催。

参加人数等について報告がなされた。

・業務拡大に伴う統一講習会について、岐阜県からメール会議にて承認された講師２

名を選出、２月２８日、３月１日の講習会に参加していただいたことについて、報

告書を提示の上、報告がなされた。

・フレッシャーズセミナーについて、例年通り夏季セミナーとの併催、開催日を平成

２７年７月１８日（土）とする予定であると報告がなされた。

・ＪＡＲＴ基礎講習「超音波検査」について、超音波研究会と協議した結果、平成２



８年１月３１日（日）開催予定であると報告がなされた。

審議事項

・フレッシャーズセミナー（夏季セミナー）の開催日を平成２７年７月１８日（土）

と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。また、同日には

第２回理事会を開催するとの報告がなされた。

・平成２７年度ＪＡＲＴ基礎講習「超音波検査」（岐阜県）の開催日を平成２８年１

月３１日（日）と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。

７）学術事業報告

  １．学術大会                       代理 増田 豊理事

第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会について、平成２７年１０月２４日、岐

阜県立多治見病院で開催予定、「腹部領域」をテーマに会員発表、講演等を予定し

ているとの報告がなされた。併せて、第２回準備委員会を２月２７日に開催、議

事録を提示の上、その協議内容について報告がなされた。

  ２．レントゲン祭                        吉川典子理事

     平成２６年度レントゲン祭及び講演会を平成２７年２月１１日（祝日）に開催、

その内容、参加人数、収支報告について資料が提示され、報告がなされた。ま

た、平成２７年度レントゲン祭及びについては平成２８年２月１１日（祝日）

に開催予定、会場はじゅうろくプラザを予定、第５７回東海四県放射線技師学

術大会と併催、内容は未定であるとの報告がなされた。

  ３．セミナー                          多湖博史理事

     平成２６年度冬季セミナーを平成２７年１月１０日（土）開催。その内容、参

加人数等について提示、報告がなされた。

８）委員会報告

  １．総務委員会                         丹羽政美理事

     第７回総務委員会を平成２７年３月１６日（月）に開催したと報告がなされ、

議事録が提示され、内容については、本理事会報告と同様であるため割愛。

  ２．地域委員会                         橋本利彦理事

     第２回地域委員会を開催（メール会議）、各地域の会誌配付の現状、意見につい

て調査したと報告がなされた。また、各地域委員からの意見等を集約、広報委



員会（編集）に報告し、会誌配付について検討依頼をしたと報告がなされた。

  ３．学術教育委員会                       増田 豊理事

    報告事項は特になし

    審議事項

    ・第２０回岐阜県診療放射線技師学術大会について

     第２０回は平成２８年度に開催予定であるが、同年は第３２回日本診療放射線

技師学術大会が開催予定であり、日程等の調整が困難であるとの説明がなされ

た。第２０回開催の可否について一同に諮ったところ、第２０回は平成２９年

度に開催することが全会一致で承認された。

  ４．広報・編集委員会                      三品雅美理事

    ・岐阜県診療放射線技師会会誌第８３巻通号１１９号について、第２回、第３回

編集会議を平成２７年１月２２日（木）、平成２７年２月６日（金）開催、発行

を２月２０日に完了したと報告がなされた。

    

    依頼事項

    ・会誌１２０号掲載の原稿（平成２６年１０月から平成２７年３月までの事業・

研究会及び地域活動などの報告・抄録原稿）を WORD 形式にて４月３０日まで

に提出していただき旨の依頼がなされた。

  ５．広報・電子情報・イベント管理                楳田雄大理事

    ・本会ホームページについて２２件の更新

    ・生涯教育のカウントについて１０件の申請

    ・社会活動イベントについて１件の申請

    ・平成２６年度第７回県民公開講座について、平成２７年２月１１日（水）に開

催、県民公開講座第２回運営会議を平成２７年３月１２日（木）に開催したと

報告がなされた。詳細な内容については副会長から報告があり割愛。

    ・電子情報管理委員会について、平成２７年３月２３日（月）開催予定、議題に

ついての報告がなされた。

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

    ・第４回表彰委員会（１月８日（木）開催、メール会議）にて、岐阜県知事表彰

被表彰候補者について審議した結果、会員１名を理事会に推薦することが決定

したと報告がなされた。



    ・第５回表彰委員会（３月１４日（土）開催、メール会議）にて、表彰１１項目

について審議した結果、被表彰候補者１４名を理事会に推薦することが決定し

たと報告がなされた。

    ・平成２７年度第１回表彰委員会を８月２０日（金）開催予定、これまでに功績

調書又は履歴書、表彰要件記載用紙を提出いただきたい旨の説明がなされた。

    

    依頼事項

    ・表彰委員会での業務効率化を図るため、一覧表を作成、要件については推薦依

頼文の写しを提出していただきたいとの依頼がなされた。

    審議事項

    ・被表彰候補者について

     第４回、第５回表彰委員会において推薦した被表彰者について、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                            伊藤益弘理事

    チャリティーゴルフコンペを平成２７年３月８日（日）開催、募金２１７００

円ならびに参加人数等について報告がなされた。

９）分科会・研究会報告

  １．放射線管理士分科会                  代理 増田 豊理事

     特になし

  ２．女性分科会                         吉川典子理事

     第７回県民公開講座へ担当分科会として参画したと報告がなされた。第８回女

性分科会を平成２７年１１月２８日（土）に開催予定、その内容は協議中であ

る旨、報告がなされた。

     女性サミット地域代表者会議への参加について、資料を提示の上詳細な報告が

なされた。また、中日本地域での女性サミットの開催についての説明なされ、

進捗状況については順次進めているとの報告がなされた。

    審議事項

    ・女性サミット地域代表者２名の選出について



     岐阜県の女性サミット地域代表者に性分科会代表と岐阜地域役員１名、合計２

名を選出したい旨の提案がなされた。一同に諮ったところ、全会一致で承認さ

れた。

     また、女性サミット事業について、県技師会理事会では「女性分科会 報告」

にて報告していくこと、会長には他県会長とのパイプラインになっていただく

ことの依頼がなされ、承諾された。

     会長より、日本診療放射線技師会事業として女性サミットは始動しており、今

後も継続しての協力していただきたいとの依頼があった。また、第３２回日本

診療放射線技師学術大会において、女性サミットに焦点を当てた企画を立てた

い旨の報告がなされた。

  ３．医療情報研究会                    代理 増田 豊理事

     第２３回医療情報研究会を平成２７年２月２８日（土）中濃厚生病院にて開催

し、参加人数、内容についての報告、また、次回世話人会を４月８日に開催予

定である旨の報告がなされた。

  ４．Ｘ線ＣＴ研究会                    代理 増田 豊理事

     第４６回Ｘ線ＣＴ研究会を平成２７年５月１６日（土）西美濃厚生病院で開催

予定、そのプログラム等について報告がなされた。また、世話人会を４月２４

日開催予定、協議予定の項目について報告がなされた。

  ５．ＭＲ技術研究会                    代理 増田 豊理事

     ＭＲ技術研究会世話人会を平成２７年３月１０日岐阜県技師会事務所にて開催、

その協議事項について報告がなされた。

  ６．核医学談話会                        多湖博史理事

     平成２７年２月２１日（土）、第４５回核医学談話会ならびに世話人会を開催、

その内容、参加人数等について報告がなされた。

  ７．血管造影技術研究会                  代理 増田 豊理事

    ・第４２回血管造影技術研究会を平成２７年３月８日高山赤十字病院にて開催、

参加人数、その内容等について報告がなされた。

    ・第４３回血管造影技術研究会について、９月に開催予定、そのプログラム内容

について報告がなされた。

    ・現世話人１名の技師会退会に伴い、世話人が１名減少することを受け、世話人

会にて世話人１名を後任を推薦する案が提示された旨の報告がなされた。



    ・第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会に血管造影技術研究会からシンポジス

ト１名を招聘する旨の報告がなされた。

  ８．消化器画像研究会                      奥村 功理事

     特になし

  ９．超音波研究会                        竹島賢治理事

     第３９回超音波研究会を平成２７年６月１３日（土）に開催予定、同日、第５

９回超音波研究会世話人会を開催予定であり、プログラム案、協議内容等につ

いて報告がなされた。

１０．乳房画像研究会                       三品雅美理事

     第２９回乳房画像研究会について、平成２７年２月７日（土）に開催、同日世

話人会を開催、内容等について報告がなされた。

１１．放射線治療技術研究会                 代理 増田 豊理事

     特になし

１０）地域報告

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

    岐阜地域役員会を平成２７年２月２５日開催、岐阜地域画像研究会の準備等そ

の協議内容について報告がなされた。また、岐阜地域から岐阜市公衆衛生事業

功労者表彰１名を推薦、１件の慶事報告、１件の弔事報告がなされた。

  ２．西濃地域                          竹島賢治理事

     平成２６年度第４回西濃地域世話人会を平成２７年１月２２日（木）に開催、

平成２６年度第３回西濃画像研究会を平成２７年３月１５日（日）に開催、そ

の内容と参加人数についての報告がなされた。また、西濃地域より各種表彰者

（５名）推薦、１件の慶事報告がなされた。

  ３．中濃地域                       代理 増田 豊理事

    ・第３６２回中濃画像研究会を平成２７年１月２８日、第３６３回を２月２５日

に開催、参加人数、内容等について、報告がなされた。また、上級救命講習会

を２月２２日に美濃加茂市中消防署にて開催、１１名が参加、内容について報

告がなされた。

    ・地域公衆衛生協議会会長表彰２名、地域功労表彰３名、関市政功労表彰１名を



推薦したと報告がなされた。

  ４．東濃地域                          奥村 功理事

     平成２７年２月１９日（木）に平成２６年度東濃地域学術講演会を開催、その

内容、参加人数等について報告がなされた。また、同日、第３回東濃地域理事

会を開催、その内容について報告がなされた。

    審議事項

    ・第１９回岐阜県診療放射線技師学術大会の開催日及び会場について審議され、

日程は平成２７年１０月４日（日）、場所は準備委員会で話し合うとのことで承

認された。また、第１回準備委員会を平成２７年１月２３日（金）に開催する

との報告がなされた。

  ５．飛騨地域                      代理 小野木満照理事

     平成２６年度第２回飛騨地域勉強会を平成２７年３月１４日開催、その参加人

数、内容等について報告がなされた。また、地域功労表彰に１名を推薦した旨

の報告がなされた。

１１）その他

・業務拡大に伴う統一講習会について

   安田会長より業務拡大に伴う統一講習会について受講を推進していく旨、報告が

   なされた。併せて、受講料と受講に際して技師会入会の利益についての説明がな

され、入会促進依頼があった。

・研究会等世話人編成名簿の提出について

   多湖理事より研究会等世話人編成名簿提出期限の質疑について、庶務理事より第

    ２回理事会において提出するよう依頼がなされた。また、会長から、第１回理事

会にて各地域から選出される世話人について、各地域理事から審議事項として挙

げるよう依頼があった。

  ・次回理事会（平成２７年度第１回理事会）の日程について

    庶務理事より、次回理事会の日程について平成２７年４月２９日１４時開催との

提案がなされた。開始時刻について、早めるとの意見があったが、遠方からの出

席を見込んで１４時が妥当であることでまとまり、全会一致で承認された。

以上   


