
公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２８年度第３回理事会会報

開催日時：平成２８年７月１５日（金）１９時００分~２２時１５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、橋本利彦、竹島賢治、浅野宏文、楳田雄大、加藤秀記、

豊田幸恵、多湖博史、杉浦明弘、萩野英俊、井上康弘、杉野幸秀、伊藤徹、

中村学、丹羽文彦、末松 太、成瀬 徹、西野直樹   各理事

福山誠介、野倉敏久 両監事

欠席者 ：前野直人 理事

議事

１）その他

ア．平成２８年度第１回、第２回理事会議事録確認

・第１回、第２回理事会議事録について、一同に諮ったところ、全会一致で承認

された。

イ．総会運営報告                      古川雅一委員長

・平成２７年度活動報告並びに会計報告について、資料を提示のうえ、詳細な説

明がなされた。

・第６７回通常総会について、滞りなく遂行できた旨の報告がなされた。併せて、

資料を提示のうえ、改善点等を挙げ、今後の総会に反映させる意向である旨の

説明がなされた。

審議事項

・役員選出規程第９条４ならびに会計規程第８条２の各々文言の変更について、

資料を提示のうえ、詳細な説明がなされた。変更することについて一同に諮っ

たところ、規定変更等担当の小野木副会長中心に詳細を詰めていくことで継続

審議となった。

・総会運営委員会の編成について、編成名簿を提示のうえ、一同に諮ったところ、

全会一致で承認された。

ウ．３２thJCRT 報告                      安田鋭介理事

・１．プログラム、演題が確定しました旨の報告がなされた。資料を提示のうえ、

Network Now の２校を校正中であるとの報告がなされた。

・学術大会受付について、７月中に日放技 PC 担当者と打ち合わせ予定。

・８月２１日、日放技担当者と財務・総務打ち合わせ予定。

・７月末で事前登録が終了する旨の説明がなされた。



・６月末での事前登録が約４５０人、情報交換会１２０人です。参加要請依頼が

なされた。

・当日実行委員の依頼進行中である旨の報告がなされた。

２）会長報告                           安田鋭介理事

    ア．本会について

・第６７回通常総会を平成２８年５月２２日岐阜医療科学大学にて開催、出席し

た社員数５１７名であったとの報告がなされた。

・新体制理事と担当業務について、資料を提示のうえ、説明がなされた。

・結核予防技術者地区講習会が７月１５日じゅうろくプラザにて開催、資料を提

示のうえ、詳細な説明がなされた。

・平成２８年度岐阜県公衆衛生協議会総会の開催及び岐阜県公衆衛生協議会長表

彰の表彰式が７月２９日開催予定。本会会員１名が受賞されるとの報告がなさ

れた。

・本会の公益目的事業について、「女性の胃がんの死亡率減少のための検討会、研

修会」を開催する事業の追加申請が認定された旨の報告がなされた。資料を提

示のうえ、企画案ならびに予算案について詳細な説明がなされた。

・第５７回東海四県放射線技師学術大会収支報告書について、資料を提示のうえ、

詳細な説明がなされた。

・岐阜科学大学大学院保健医療科開設記念講演会が７月１６日岐阜グランドホテ

ルにて開催され、参加予定である旨の報告がなされた。

・診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー並びに夏季セミナーが７月１

６日岐阜会館にて開催予定。主に本年度新卒採用者が参加見込みである旨の報

告がなされた。

・熊本地震災害義援金について、メールによる承認を得、募金口座へ「金五万円」

を送金したとの報告がなされた。

・平成２８年度公益財団法人岐阜県教育文化財団理事長表彰被表彰者の推薦につ

いて、「結核予防事業功労者」「がん対策推進功労者」の２賞について推薦書提

出期限が平成２８年７月１１日、提出先は関市保健センターである旨の説明が

なされた。

・第４５回医療功労賞候補者の推薦について、提出期限が平成２８年９月３０日

提出先は県庁健康福祉政策課管理調整係であるとの報告がなされた。

・行政庁へ「平成２７年度事業報告」を電子申請で提出したとの報告がなされた。

イ．日本診療放射線技師会について

・日放技災害対策委員長より依頼があった放射線サーベイチームチーム設立につ

いて、資料を提示のうえチーム（岐阜県）を編成し、報告したとの報告がなさ



れた。

・代議員研修会と第７７回定時総会への参加について、研修会が６月１０日 AP 東

京にて、第７７回総会が６月１１日日経ビルにて開催され、岐阜県技師会から

は代議員である小野木副会長、増田副会長、丹羽理事、安田会長が出席したと

の報告がなされた。

・平成２８年度第３回理事会、第７回ワークショップが平成２８年７月２日ハー

トピア熱海にて開催され、参加したとの報告がなされた。

・業務拡大に伴う統一講習会を１０月１日、２日中濃厚生病院にて開催予定であ

る旨の報告がなされた。

ウ．その他

・第９回中部放射線医療技術学術大会ならびに会長会議が平成２８年１１月５日、

６日鈴鹿医療科学大学にて開催予定、会議には小野木副会長、橋本副会長、安

田会長が参加予定であるとの報告がなされた。

審議事項

・女性の健康支援事業について、総務報告において審議事項とする旨の説明がな

された。

・東濃画像研究会との研究委託契約について、説明がなされた。更新することに

ついて一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

・放射線サーベイチームの設立について、編成名簿を提示のうえ、詳細な説明が

なされ、日本診療放射線技師会へ推薦することを一同に諮ったところ、全会一

致で承認された。

・諮問委員会の編成委員について、編成名簿を提示のうえ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（広報）                   小野木満照理事

    ・創立６５周年記念式典及び記念祝賀会並びにレントゲン祭を平成２９年２月１

１日じゅうろくプラザにて開催予定。日程、招待者、予算案等について、資料

を提示のうえ、詳細な説明がなされた。

    ・第９回県民公開講座の内容等については、実行委員（管理士分科会、X 線 CT 研

究会、消化器画像研究会）と調整中であるとの報告がなされた。

    ・レントゲン週間イベントについて、日本診療放射線技師会よりイベント共催・

後援の申請、ロゴ等使用申請については８月３１日を期限とすることについて

の連絡があったとの報告がなされた。

    ・役員改選期に発行する会員名簿について、発注先の決定は後日、メール会議に

て行う旨の説明がなされた。併せて、岐阜県のみ会員にも本会独自の会員番号



を記載するとの報告がなされた。

    ・東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧等対策のための寄附金について、４月２

８日に内堀雅雄福島県知事の礼状を受領、ホームページへ掲載したとの報告が

なされた。

    ・熊本地震義援金について、日放技からの熊本地震における被災者義援金の募集

に対し、６月７日募金の是非を理事会（メール会議）で審議頂いたところ、募

金額５万円の承認を得たとの報告がなされた。

    ・会葬について、会長の名代として会葬（２件）したとの報告がなされた。

    ・理事会メールにて承認をいただいた為書の発注について、施行したとの報告が

なされた。

    審議事項

    ・創立６５周年記念式典及び記念祝賀会並びにレントゲン祭開催にあたり、事業

内容、収支予算案を提示、詳細な説明がなされた。一同に諮ったところ、全会

一致でこれを承認した。

    ・イベント共催・後援の申請について、レントゲン週間（１１月２日～８日）と

銘打ち全国的に職種の理解を PR する活動を展開、日放技と共催が可能ならば３

イベントに限り補助金の支給がある旨の説明がなされた。申請、後援名義の希

望する地域、研究会等について一同に諮ったところ、地域、研究会にて各々検

討し、希望する地域、研究会は８月８日までに小野木副会長まで返答すること

となった。

    ・県民公開講座会議名簿について、編成名簿を提示のうえ、その編成について説

明がなされた。一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

３－２）副会長報告（学術）                    橋本利彦理事

    ・平成２９年度開催予定である第２０回岐阜県診療放射線技師学術大会について、

第１回準備委員会を開催予定である旨の報告がなされた。

    ・中部放射線医療技術学術大会（第９回 CCRT）が１１月５日、６日鈴鹿医療科

学大学にて開催予定。演題募集期間、参加登録費、一般公開講座等、その他内

容について報告がなされた。併せて、第１０回 CCRT が岐阜県当番県としてあ

たっていることの説明がなされ、理事に対し、視察を含めた参加依頼がなされ

た。

４）事務局報告

  ア．総務                            竹島賢治理事

    ・新役員の挨拶文を作成し、各県の診療放射線技師会事務所に配信予定であると



の報告がなされた。

・CCRT 開催にあたり、ポスター配布に関する情報、施設数１７０施設、会員数

７３５名と賛助会員３３社と開催県（三重県診療放射線技師会）へ報告したと

の説明がなされた。

・事務員 M の契約更新時期（平成２７年８月１日～平成２８年７月３１日）につ

き現状維持で更新検討中。今後、契約等の事務処理は事務局長が施行するとの

説明がなされた。

・地域理事使用の PC の更新を予定しており、２機種の見積もりを配信中であると

の報告がなされた。

・女性の健康支援の一環として企画書とチラシ、ポスター案を作成。資料を提示

のうえ、詳細な説明がなされた。７月１２日に県庁担当者と岐阜大学教授と面

談したとの報告がなされた。

審議事項

・新役員の挨拶文の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。

・事務員 M の契約を更新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。

・地域理事使用の PC の機種を金額、理事の意見を反映したうえで F 社の PC を選

択することについて、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

    ・女性の健康支援における研修会の企画書案を提示のうえ、研修会開催の広報等

は本会ホームページへの掲載や岐阜県庁からの広報を予定、第１回研修会を岐

阜地域で１０月１日に開催予定、その後のスケジュール等、詳細な説明がなさ

れた。診療放射線技師講師選定を消化管研究会に、場所・日時は地域委員会を

とおして各地域理事に委託する旨の説明がなされた。併せて、財務担当から女

性の健康支援における研修会の収支予算案を提示、詳細な説明がなされた。併

せて、資金調達等の見込みはない旨の説明がなされた。本件について、一同に

諮ったところ、全会一致で承認された。また、承認された予算案は岐阜県へ提

出する旨の説明がなされた。

  イ．庶務                            浅野宏文理事

    ・入会、退会申請者について報告がなされた。

    ・法務局へ変更登記申請書を提出予定であるとの報告がなされた。

    ・行政への提出書類について、平成２７年度事業報告等を提出。変更認定申請「女

性の健康支援事業」を提出、６月３日付で認定されたとの報告がなされた。ま

た、理事変更に伴う登記手続きが完了次第、変更届を提出予定であるとの説明

がなされた。



    審議事項

    ・各種申請者について、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

  ウ．財務                            楳田雄大理事

    ・平成２８年度県技師会費納入状況について、５月３１日現在で納入者３３０名

（２，３１０，０００円）、納入期限は９月３０日、各研究会並びに各地域画像

研究会等でアナウンスいただくよう説明がなされた。

・平成２８年度賛助会員会費請求について、７月中に請求案内を発送予定である

との報告がなされた。

・平成２７年度県技師会費未納入会員の状況について、５月３１日現在で８名。

各理事施設の未納会員にアナウンスいただくよう依頼がなされた。

・事務局の労働保険料３，５４５円を７月５日国庫へ納入したとの報告がなされ

た。

・平成２８年度技師会会誌１２２号広告料納入状況について、６月３０日現在で

納入済広告料は９１，０００円（７社）、９月１日納入期限であるとの報告がな

された。

・公益事業比率の報告について、会計事務所で３カ月毎に集計し、集計状況を理

事会メールにて報告予定である旨の説明がなされた。

・熊本震災募金について、資料を提示のうえ、６月８日日本診療放射線技師会支

援金受付に５０,０００円納入したとの報告がなされた。

審議事項

・チャリティーソフトボール大会の助成金として予算案（７０，０００円）の確

認および予算執行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

    ・業務拡大に伴う統一講習会について、平成２８年度第２回を１０月１日、２日

中濃厚生病院にて開催予定。受講申し込みは７月１６日からとの報告がなされ

た。また、第３回を１２月東濃地域、第４回を２月岐阜地域にて開催計画を進

行中である旨の報告がなされた。

    ・平成２８年度フレッシャーズセミナーを７月１６日岐阜会館にて開催予定であ

るとの報告がなされた。

６）学術事業報告

  ア．学術大会                          加藤秀記理事



    ・第２０回岐阜県診療放射線技師学術大会を平成２９年１０月２２日高山市文化

センターにて開催予定。その準備委員会を７月２６日に開催、その協議内容に

ついて報告がなされた。

  イ．レントゲン祭                        豊田幸恵理事

    ・平成２８年度レントゲン祭を平成２９年２月１１日に開催予定。創立６５周年

記念式典と同時開催する予定である旨の報告がなされた。レントゲン祭開催に

かかる予算運用については調整することとなった。

  ウ．セミナー                          多湖博史理事

    ・平成２８年度診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー・夏季セミナー

を７月１６日岐阜会館にて開催予定。プログラム、組織図、業務分掌等の資料

を提示のうえ、詳細な説明がなされた。

７）委員会報告

  ア．総務委員会                         竹島賢治理事

    ・平成２８年度第２回総務委員会を７月８日岐阜県診療放射線技師会事務所にて

開催。議事録を提示のうえ、協議内容について報告がなされた。

    

審議事項

・総務委員会の編成について、編成名簿を提示のうえ一同に諮ったところ、全会

一致で承認された。

  イ．地域委員会                         伊東 徹理事

    審議事項

・地域委員会の編成について、編成名簿を提示のうえ一同に諮ったところ、全会

一致で承認された。

  ウ．学術教育委員会                       橋本利彦理事

    ・診療放射線技師のためのフレッシャーズセミナー並びに夏季セミナーを７月１

６日岐阜会館にて開催予定である旨の説明がなされた。

    ・第２０回岐阜県診療放射線技師学術大会について、第１回準備委員会を７月２

６日関中央病院にて開催予定であるとの報告がなされた。

    ・平成２８年度レントゲン祭並びに本会創立６５周年記念式典・祝賀会を平成２

９年２月１１日じゅうろくプラザにて開催予定であるとの報告がなされた。

    

    審議事項

・学術教育委員会の編成について、編成名簿を提示のうえ一同に諮ったところ、

全会一致で承認された。

  エ．広報・編集委員会                     小野木満照理事



    ・会誌８６巻通号１２２号について、広告掲載依頼が２１社よりあった、また、

第１回編集会議を６月２８日に開催、その協議事項等の報告がなされた。

    ・会誌掲載資料提出の際には、講師の情報把握、講演等タイトルの確認、施設名

（所属）は正確に記載すること、word 形式での提出、座長名の記載を確認して

いただくよう依頼がなされた。

・広報委員会（編集）の編成について、編成名簿を提示のうえ一同に諮ったとこ

ろ、全会一致で承認された。

  オ．広報・電子情報                       杉浦明弘理事

    ・ホームページの更新４件、メーリングリストの更新３件を施行したとの報告が

なされた。

    審議事項

    ・広報委員会（電子情報管理）の編成について、編成名簿を提示のうえ一同に諮

ったところ、全会一致で承認された。

  カ．イベント申請                        丹羽文彦理事

    ・生涯教育のカウント申請について、７月７日現在、１２件の事業を申請したと

の報告がなされた。

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

  ・平成２８年度岐阜県公衆衛生協議会会長表彰式が７月２９日岐阜県医師会館に

て開催され、受賞者（岐阜県技師会会員１名）が出席したとの報告がなされた。

  ・平成２８年度（公財）岐阜県教育文化財団理事長表彰に岐阜県技師会会員１名

を推薦したとの報告がなされた。

  ・地域理事推薦の公衆衛生協議会会長表彰、岐阜県教育文化財団理事長表彰、会

長表彰（勤続３０年、地域功労）他、本会推薦の公衆衛生事業功労者表彰、医

療功労賞、日放技（役員等功労、勤続表彰）、会長表彰（勤続３０年）他につい

て、調書の提出を８月２６日までにするとの報告がなされた。併せて、地域の

事情を考慮した内規（被表彰者の推薦順等）を作成していただくことの依頼が

なされた。

  審議事項

  ・表彰委員会の編成について、編成名簿を提示のうえ、説明がなされた。本件に

ついて、一同に諮ったところ、全会一致で承認された。

  ・中濃地区公衆衛生協議会会長表彰に表彰委員会で承認を得た会員１名を推薦す

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。

  ・平成２８年度公衆衛生事業功労者表の推薦について今回の理事会での審議が間



に合わなかった旨の説明がなされた。後日、メール会議にて審議することにつ

いて一同に諮ったところ、全会一致で承認された。併せて、調書提出期限を７

月２７日（水）とする旨の説明がなされた。

  ク．社会活動                          伊東 徹理事

    ・特になし

  ケ．厚生                            杉野幸秀理事

    ・チャリティーボーリング大会を６月２６日に開催。参加人数６２名、チャリテ

ィー募金額１８，３００円であったとの報告がなされた。

    ・チャリティーソフトボール大会を１０月２３日中日本自動車短期大学グラウン

ドにて開催予定。親睦野球大会は参加可能な他県がおらず、参加見合わせの予

定。チャリティーゴルフコンペについては開催日等を検討中であるとの報告が

なされた。

    ・５月、６月は慶事０件、弔事４件であったとの報告がなされた。

   審議事項

    ・チャリティー募金について、今年度の福利厚生事業（チャリティーソフトボー

ル大会、チャリティーゴルフコンペ等）での募金の寄付先について、熊本地震

に関する支援への寄付が提案された。これについて、一同に諮ったところ、全

会一致で承認された。

    ・親睦野球大会について、他県（愛知、三重、静岡、滋賀）に参加を確認したと

ころ、三重県、静岡県、滋賀県は不参加、愛知県は３県以上の参加の場合は理

事会の承認を得て可能であるとの回答であった旨の説明がなされた。これを受

け、開催を中止としてよいか審議に対し、全会一致で承認された。

    ・チャリティーソフトボール大会を１０月の日曜日に開催することを予定してお

り、１６日は中濃地域の「関市健康福祉フェスティバル」と西濃地域の「大垣

市市民の健康広場」、３０日は飛騨市で「岐阜県病院協会医学会」が開催される

旨の説明がなされた。開催日を２３日にすることについて、一同に諮ったとこ

ろ、全会一致で承認された。

８）分科会・研究会報告

  ア．放射線管理士分科会                     丹羽文彦理事

    ・管理士分科会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなされ、承

認された。

  イ．女性分科会                         豊田幸恵理事

    ・JART 女性躍進委員会ワークショップが７月２日、３日に開催。前女性分科会代



表世話人と岐阜県技師会会員１名が参加。その内容について報告がなされた。

    ・第９回女性分科会を１２月３日に開催予定。開催場所等について報告がなされ

た。

    ・女性分科会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなされ、承認

された。

  ウ．医療情報研究会                       西野直樹理事

    ・第２６回医療情報研究会を７月２日中濃厚生病院にて開催。参加人数、内容等

について報告がなされた。

    ・医療情報研究会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなされ、

承認された。

  エ．Ｘ線ＣＴ研究会                       加藤秀記理事

    ・第４８回 X 線 CT 研究会を５月１４日村上記念病院にて開催。参加人数、内容

等について報告がなされた。

    ・同日、平成２８年度第２回世話人会を開催、次回研究会、県民公開講座等につ

いて協議したとの報告がなされた。

    ・X 線 CT 研究会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなされ、承

認された。

  オ．ＭＲ技術研究会                       萩野英俊理事

    ・第５５回 MR 技術研究会を５月２１日岐阜県立多治見病院にて開催。参加人数、

内容等について報告がなされた。

    ・同日、世話人会を開催。世話人交代、次回世話人会の開催日時等について協議

したとの報告がなされた。

    ・MR 技術研究会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなされ、承

認された。

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

    ・第４８回核医学談話会を７月２３日高山赤十字病院にて開催予定。同日、世話

人会を開催するとの報告がなされた。

    ・核医学談話会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなされ、承

認された。

  キ．血管造影技術研究会                     井上康弘理事

    ・血管造影技術研究会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなさ

れ、承認された。

  ク．消化器画像研究会                      末松 太理事

    ・消化器画像研究会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなされ、

承認された。

  ケ．超音波研究会                        中村 学理事



    ・第４２回超音波研究会を６月１１日岐阜市民病院にて開催、参加人数、内容等

について報告がなされた。

    ・同日、世話人会を開催。世話人交代、次回研究会の開催予定等について協議し

たとの報告がなされた。

    ・超音波研究会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなされ、承

認された。

  コ．乳房画像研究会                      小野木満照理事

    ・乳房画像研究会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がなされ、

承認された。

  サ．放射線治療技術研究会                    成瀬 徹理事

    ・第６０回放射線治療技術研究会を６月４日木沢記念病院にて開催、参加人数、

内容等について報告がなされた。

    ・同日、世話人会を開催。第３２回 JCRT でのシンポジウム企画について協議し

たとの報告がなされた。

    ・放射線治療技術研究会世話人の編成について、編成名簿を提示のうえ説明がな

され、承認された。

９）地域報告

  ア．岐阜地域                          萩野英俊理事

    ・第４９回岐阜地域画像研究会を５月１９日岐阜市民病院にて開催、参加人数、

その内容等について報告がなされた。

  イ．西濃地域                          中村 学理事

    ・平成２８年度第１回西濃地域世話人会を４月２８日開催、画像研究会の開催内

用等について協議したとの報告がなされた。

    ・平成２８年度第１回西濃画像研究会を６月３０日大垣市民病院にて開催、参加

人数、内容等について報告がなされた。

  ウ．中濃地域                          末松 太理事

    ・第３７７回中濃画像研究会を４月２０日関中央病院にて開催、第３７８回を５

月１８日白鳥病院、第３７９回（第３０回中濃東濃合同画像研究会）を６月１

５日中部療護センターにて開催、参加人数、内容等について報告がなされた。

    ・平成２８年度第１回中濃地域役員会を４月２０日開催、事業計画、研究会等世

話人推薦について協議したとの報告がなされた。

  エ．東濃地域                          成瀬 徹理事

    ・平成２８年度第１回東濃地域役員会を７月１４日に開催、新旧役員引き継ぎ、

年間事業計画等について協議したとの報告がなされた。

  オ．飛騨地域                          西野直樹理事



    ・平成２８年度第１回飛騨地域勉強会を６月２９日に開催、参加人数、その内容

等について報告がなされた。

１０）その他

    ・次回理事会開催日について、一同に諮ったところ、平成２８年１０月１４日（金）

１９:００～で決定された。

以上


