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公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２５年度第１回理事会 会報 

 

開催日時：平成２５年５月１２日（日）１３時００分～１５時５０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 

 

議事 

１）平成２４年度第６回理事会議事録の確認・・・・全会一致で承認 

２）会長報告                          安田鋭介理事 

Ⅰ）本会について 

① 諸規程作成作業、財務に関する打ち合わせ 

期 日：平成２５年３月２１日、４月５日 

会 場：事務所 

参加者：会長、両副会長、総務理事、財務理事 

開催したとの報告がなされた。 

② 第２９回岐阜県病院協会医学会への後援依頼（別紙１） 

メール会議で承認をいただいているとの報告がなされた。 

③ 岐阜医療科学大学入学式について 

日時：平成２５年４月４日（木） 

場所：関市文化会館 

      参加したとの報告がなされた。 

④ 聴覚障害者セミナーへの講師派遣依頼について（別紙２） 

日時：平成２５年５月１９日（日） 

会場：関市わかくさプラザ 中央公民館 

タイトル：「放射能の影響と食の安全」  

講師：増田 豊副会長 

聴覚障害者を対象とした手話を用いたセミナーへの講師派遣依頼についての

説明がなされた。 

Ⅱ）日本診療放射線技師会について 

① 検診車への医師の立会に関する要望書について 

厚生労働省医政局に対し、検診車への医師の立会いに関する要望書を提出。

（別紙３、４） 

② 厚生労働省チーム医療推進会議が開催され、特定行為に係る看護師の研修制度

についての報告書がまとまった。（別紙５） 

③ 診療報酬改訂に向けて、故障・事故事例調査を継続的に行う事になり、「調

査協力施設」を送付した。 

④ 第２９回日本診療放射線技師学術大会事前参加登録・演題募集とＡ４ポスター

を配布 
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⑤ 参議院選挙に自民党から立候補・・・・畦元将吾を励ます会の発起人の承諾 

・・・・総会（６月１６日）への招聘依頼 

      励ます会の発起人についての説明がなされ、理事には電子媒体にて意見を募

ったが発起人として承諾したことの報告がなされた。 

⑥ 全国会長会議開催予定   

日時：平成２５年５月３１日（金）１７：００～ 

場所：東京事務所 

議題：１）診車における医師の立会いに関する件 

２）２９回島根学術大会について 

３）畦元将吾を励ます会について 

４）その他 

Ⅲ）中日本地域について 

① 公益社団法人 愛知県診療放射線技師会  

法人設立二十五周年・公益社団法人移行記念式典並びに講演会 

日時：平成２５年６月２２日（土）１４：００    

会場：名古屋銀行協会 五階大ホール 

  会長が参加する。愛知県技師会会長から多くの方に参加していただきたいと

の要請があった。参加する方は総務理事に連絡すること。 

Ⅳ）その他 

① 大塚 誠会員 平成２５年春 瑞宝双光章（保健衛生功労）受章 

   

 以上についての報告がなされた。 

 

   審議事項 

① 後援依頼のあった以下２事項の詳細についての説明がなされた。 

１）武儀医師会「笑いと健康」 落語家 林家木久扇氏（別紙６） 

２）第２６回日本消化器画像診断情報研究会愛知大会（別紙７） 

一同に諮ったところ、全会一致で承認された。 

② 月次・決算書作成と行政庁提出書類作成の委託先について、現在の契約期間・

内容、また委託先の変更を考慮したことについての説明がなされ、２社の見積

書が提示された。（別紙８、９）契約先の変更についての詳細が説明され、一

同に諮った。全員一致で承認された。 

③ 諮問委員会からの諸規程（案）審議結果について（別紙１０）の詳細について

説明された。 

 

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

①第５回県民公開講座について 
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 ・第１回打ち合わせ会議 

      日時：平成２５年４月１８日（木）１９：００～２０：３０ 

      場所：本会事務所 

      参加者：８名 

      議題：１）日時、会場、テーマ、講師について 

         ２）予算について 

         ３）実行委員について 

         ４）その他 

     以上の内容で開催されたと報告がなされた。 

②岐阜県健康福祉部生活衛生課からの要請について 

１）研修会名：岐阜県栄養士会 西濃支部 研修会 

   日時：平成２５年２月２２日（金） 

   場所：大垣市西部研修センター 

   対象：栄養士他 ２８名 

   講師：安田会長 

２）研修会名：平成２４年度食品安全に関する意見交換会 

   日時：平成２５年２月２２日（金） 

   場所：ハートフルスクエアーＧ 

   対象：市民 ７０名 

   講師：岡田管理士代表世話人 

以上について、要請を受け、参加したと報告がなされた。 

③会誌の配布について 

  １）会員資格喪失解除に伴う会誌送付について 

     ４月５日（金）１名に送付 

     ５月１日（水）６名に送付 

  ２）新入会員への会誌、会員名簿の送付について 

     ３月２６日（火）１名に送付 

   以上についての報告がなされた。また、５月９日に１名の会員資格喪失解除を

確認したため、会誌を送付するとの報告がなされた。 

      

審議事項 

①第５回県民公開講座の計画案について、 

  日時：平成２５年８月１８日（日）受付１３：００、開講１３：３０ 

  場所：ソフトピア・ジャパンセンター１階セミナーホール 

  内容：テーマ「女性疾患」 

  その他予算案等の詳細は別紙１ 

 詳細が説明された。計画案について、一同に諮ったところ、講師が県職員である
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ため、講師料を受け取らないとの意見があった。当日はこの点を配慮した形で対

応するとの回答を受け、全会一致で承認された。 

②会誌第１１６、第１１７号の発注先について、２社の見積書（別紙２）が提示さ

れた。推薦する一社についての詳細について説明がなされ、一同に諮ったところ、

全会一致で承認された。 

    

４）副会長報告                         増田 豊理事 

① 第１７回岐阜県診療放射線技師学術大会について 

     日時：平成２５年８月１８日（日）９：００～１６：３０ 

場所：ソフトピア ジャパン１０階大会議室 

     開催地域：西濃地域 大会長：竹島賢治 担当学術理事：加藤秀記 

     参画研究会：医療情報研究会、乳房画像研究会 

演題募集：５月末日 

     抄録提出：６月末日 

    詳細は担当理事から報告する。 

② 平成２５年度夏季セミナー・フレッシャーズセミナーについて 

日時：７月２０日（土）シティホテル美濃加茂 

 セミナー担当理事、ＪＡＲＴ教育理事より報告がある。 

③ 芳名録作成及び静脈注射（針刺しは除く）に関する講習会について 

庶務、ＪＡＲＴ教育理事より報告がある。 

④ 諸規程について 

      総務委員会担当理事から規程案の提出がある。 

   ⑤ 総会運営委員について 

      総会運営委員会の委員構成について詳細な説明がなされた。合わせて委員交

代（３名）についての説明がなされた。 

   以上についての報告がなされた。 

 

  審議事項 

① 総会運営委員交代に伴い選出された３名について、一同に諮ったところ、全員

一致で承認された。５月１２日付で委嘱状を作成する。 

   

５）学術事業報告                         

5-1）学術大会                         加藤秀記理事 

① 第１７回岐阜県診療放射線技師学術大会について 

日時：平成２５年８月１８日（日） 

 場所：ソフトピア・ジャパン 

 プログラム内容  
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１） シンポジウム（西濃地域） 

「当院の救命救急における放射線技師の現状と役割」 

２） 講演（西濃地域）大垣市民病院救命救急センター長山口均先生 

３） ランチョン（乳房画像研究会） 東海中央病院 長尾康則先生 

４） 症例検討会（乳房画像研究会） 

５） 講演（医療情報研究会） 

＊シンポジスト，発表者，演題名等は，５月末までに提出 

プログラム、内容について、報告がなされた。 

 

5-2）レントゲン祭                       吉川典子理事 

① 平成２５年度レントゲン祭並びに講演会について 

日時：平成２６年２月１１日（火）１０：３０～１２：００ 

会場：岐阜県図書館  

内容：レントゲン祭 

講演１演題：講師未定  

 岐阜県図書館利用開始時間の説明がなされ、レントゲン祭当日は午前１

０時集合（準備）、午前１０時３０分よりレントゲン祭開始とするとの報

告がなされた。また、平成２５年度レントゲン祭の収支報告並びに年度末

の監査報告を行ったと報告がなされた。 

 

5-3）セミナー                         三木一孝理事 

① 平成２５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 

       日時：平成２５年７月２０日（土） 

       場所：シティホテル美濃加茂 

       内容についての説明があり、別紙参照との報告がなされた。 

     平成２５年７月２０日（土）午前中に予定されている第２回理事会の開始時間

についての問い合わせがあり、庶務理事から９：３０開始との回答があった。 

 

６）委員会・担当報告 

6-1）総務委員会                        丹羽政美理事 

① 総務委員会の開催について 

      日 時：平成２５年５月２日 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（欠席２名） 

      議 題： 

１） 会長より 
① 日放技 
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・依頼されているアンケートの進捗状況 

・畦元氏の参議院選挙出馬 

・会費合算収納・請求の進捗状況 

・全国学術大会への演題申し込み 

② 中日本地域 

・愛知県放射線技師会記念式典 

③ 本会 
・諮問委員会の意見を踏まえた諸規程見直し 
・総会について 

・学術大会について 

・税理士事務所との契約 

④ その他 
・大塚 誠理事 平成２５年度瑞宝双光章受章 

２） 増田副会長より 

① 総会運営委員会について 

・総会運営委員会の経緯、総会運営委員会規程案の説明 

・総会資料 

・総会運営委員会メーリングリストの作成 

② 総会当日の人員配置 

総会受付：5地域理事 5名（従来通り）  

           司会：運営委員 1名  

           評決：運営委員 2名（実務は委員全員）  

           会場整理：運営委員 2名（実務は委員全員）  

           議長：議場から選出  1名  

資格審査：議場から選出  1名  

書記：議場から選出  1名 

議事録署名人：監事   2名 

③ 一般撮影技術研究会（仮名）について 

④ 学術大会進捗について 

３） 小野木副会長より 

① 第５回県民公開講座より 

② 武儀医師会からの後援について 

③ 総会時の表彰について 

          表彰を総会開会前に挙行したい。 

４） 松野財務より 

① 平成２４年度県技師会費未納について 

② 平成２４年度決算残高報告について 
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③ 日放技との業務委託契約について 

５） 浅野庶務より 

① 岐阜県診療放射線技師会のみの会員についての会員番号 

② 入会申し込みについて 

③ 届出事項変更について 

④ ＪＡＲＴ教育事業について 

 ・静脈注射（針刺しは除く）に関する講習会 

 ・フレッシャーズセミナー・夏季セミナー 

６） 丹羽総務より 

① 総会資料について 

② 総会での諸規程承認について 

 ・平成２４年度事業総括および平成２５年度事業計画 

・平成２４年度事業報告 

③ ＭＲ技術研究会 日本救急撮影技師認定機構団体認定証番号０９１ 

７） 橋本理事より 

① 葬儀への出席について 

８） 大塚理事より 

① チャリティーボウリング大会日時について 

  ８月下旬で調整したい 

９） 井戸理事より 

① 公開講座の運営について 

担当研究会数、場所等の再考が必要 

     以上の内容で開催されたと報告がなされた。 

 

審議事項 

① 諮問委員会からの諸規程（案）への審議結果を踏まえた変更点について、旅費

規程（案）、会計規程（案）は松野理事から、学術教育委員会規程（案）、総

会議事規程（案）は増田副会長から、役員選任規程（案）は小野木副会長から

説明がなされた。 

旅費規程（案）第６条ならびに学術委員会規程（案）第１０条２項について

指摘があり、修正された。「会長の承認を得」を追加。 

総会議事規程（案）第８条の誤字の指摘があり、修正された。「組織運営委

員会」→「総会運営委員」。 

学術教育規程（案）に非会員を講師として招集した場合の旅費等について明

記すべきではとの指摘があった。次年度の総会に提出できるように調整、今年

度は従来通りの慣例に従うとの回答があった。 

役員選任規程（案）第７条が総会議事規程（案）第２１条と乖離していると
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の指摘があり、修正された。「総会に出席している会員の挙手または無記名投

票により」→「総会議事規程第２１条に従い」。 

意見がなかった総務委員会規程案、慶弔規程案、賛助会員規程案、名誉会員推

薦規程案、会費納入規程案についても、平成２５年５月１９日までに確認をお願

いしたいとの要望があった。 

以上、諸規程案について一同に諮ったところ、全員一致で承認された。 

 

6-2）地域委員会                        橋本利彦理事 

特になし 

 

6-3）学術教育委員会                      増田 豊理事 

    ①座長集約の取扱について 

      平成２４年度全事業のうち座長集約を提出したのは学術大会のみ 

       ・講演：座長集約なし 

       ・会員発表：テーマが存在する場合は座長集約あり 

       学術教育委員会で検討した結果、平成２５年度以降は上記のように運営し

ていくとの説明がなされた。 

        

    ②「一般撮影技術研究会（仮名）」について 

「岐阜県一般撮影を知る会」が業務委託での参画を表明していることの報告

がなされた。 

 

   審議事項 

①座長集約について 

講師の講演についての座長集約なし。テーマがない場合や発表内容がバラバ

ラであると集約ではなく、あらすじになってしまうのではないかとの意見があ

った。 

テーマがないからこそ座長集約は必要ではないか。また、ディスカッション

紹介のような形でもよいので集約したほうが良いとの意見があった。 

講師の講演については座長集約なし、テーマのない会員発表の座長集約につ

いては必要性を学術教員委員会で検討していくことを一同に諮ったところ、承

認された。 

    ②一般撮影技術研究会について 

      会計等については問題ないかとの質問に対し、財務理事より問題ない。 

      どのような形で業務委託するかとの質問に対し、研究会と同様に運営すると

の回答があった。他の研究会等と同様な運営方法をとらなければ、研究会等の

離脱につながる可能性がある。 
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      「岐阜県一般撮影を知る会」代表から岐阜県診療放射線技師会研究会として

参画したいとの意見があったが、現在は業務委託という形を希望している。方

針変換の可能性もあるため、詳細について調査する必要がある。 

      技師会と「一般撮影を知る会」との委託内容をすり合わせる必要がある。 

      岐阜県診療放射線技師会の１研究会として参画していただけることを希望す

る。電子媒体による会議にて報告するという形で継続審議事項として承認され

た。 

 

6-4） 広報委員会（編集）                   加藤統子理事 

① 会誌１１５号の送付について 

会員資格喪失解除に伴い、１名に会誌１１５号を４月５日に送付 

会員資格喪失解除に伴い、６名に会誌１１５号を５月１日に送付 

② 岐阜県診療放射線技師会会誌第80巻通号116号について 

５月２日（木）広告掲載依頼書を３３社（非賛助会員２社含む）に送付 

 

6-5）広報委員会（電子情報・イベント管理）           野田孝浩理事 

①本会ホームページの更新 

2013.03.10 JART事務局より年会費請求書についてのお詫びを追加 

2013.03.11 第39回血管造影技術研究会の開催日を追加 

2013.03.19 第54回放射線治療技術研究会の開催日を追加 

2013.03.21 第42回核医学談話会の開催日を追加 

2013.03.31 福島県からの義援金の御礼状・義援金受領書を追加 

2013.04.12 静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会（岐阜県）開催のお

知らせを追加しました。 

2013.04.16 会報に平成24年度第5回理事会を追加 

2013.04.16 会報に平成24年度第6回理事会を追加 

2013.04.16 平成25年度ＪＡＲＴのセミナー開催予定(中日本地域)を追加 

②地域・研究会・分科会のページ更新 

2013.03.10 中濃地域のページを更新 

2013.03.18 中濃地域のページを更新 

2013.04.01 岐阜地域のページを更新 

2013.04.05 中濃地域のページを更新 

2013.04.11 西濃地域のページを更新 

2013.04.23 Ｘ線ＣＴ研究会のページを更新 

2013.04.23 中濃地域のページを更新 

2013.04.30 ＭＲ技術研究会のページを更新 

③生涯教育のカウント申請（2013.05.01現在） 
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第 341回中濃画像研究会              開 催 日  2013.04.17 

第 43回岐阜地域画像研究会             開 催 日  2013.04.25 

乳房画像勉強会                  開 催 日  2013.04.26 

第 42回岐阜県Ｘ線ＣＴ研究会            開 催 日  2013.05.11 

第 342回中濃画像研究会              開催予定日 2013.05.15 

第 49回ＭＲ技術研究会               開催予定日 2013.05.18 

平成 25年度第 1回西濃画像研究会         開催予定日 2013.06.06 

第 36回超音波研究会               開催予定日 2013.06.15 

④社会活動イベント実績 

第 19回やさか福祉健康まつり            開 催 日   2013.02.11 

    上記についての報告がなされた。 

 

イベント申請システムに会員・非会員の情報が反映されないかとの質問に対し、反映

されないとの回答があった。会費未納入のために会員資格が喪失されているかどうかの

確認ができない状況であるため把握したいと意見があった。 

  会費未納入リストを全ての理事に配布することで対応すると会長から意見があった。 

   

２年以上会費未納入会員の研究会参加時の参加費について、会員か非会員かの扱いが

明確に区別されていないのが現状であり、会費未納者には納入を促す措置をとる必要が

ある。 

・２年以上会費未納の会員は会員資格を喪失する 

  ・基準日等を含めた会員資格喪失に関する文章を電子媒体にて各理事に送付する 

・現在の２年以上会費未納入者リストを各担当理事に配布する 

・退会、会員資格喪失の不利益についての詳細をホームページ、会誌に掲載する 

 以上について、一同に諮ったところ、全員一致で承認された。 

 

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

    ①平成２５年度岐阜県公衆衛生協議会会長表彰被表彰候補者の申請について 

      ５月１日（水）１名を推薦したと報告がなされた。 

    ②（公社）日本診療放射線技師会会長表彰について 

      平成２５年３月８日付 日放技発第１４０号により表彰者決定の通知を受け

たと報告がなされた。 

       １）功労（本会役員等） １名誉会員 

          表彰式 平成２５年６月１日（土）日経ホール 

              日放技定期総会にて 

       ２）３０年永年勤続 

          岐阜４名、西濃２名、中濃２名、東濃２名、飛騨２名 
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          表彰式 平成２５年９月２０日（金）島根県民会館 

              第２９回学術大会開会式 

       上記３０年永年勤続１２名は本会勤続３０年被表彰者でもあること。 

          表彰式 平成２５年６月１６日（日）岐阜医療科学大学 

              本会通常総会 

      以上について、報告がなされた。 

 

審議事項 

① 岐阜県診療放射線技師会会長表彰（３０年永年勤続）被表彰候補者について 

     表彰規程第２条第３項「放射線業務従事が３０年以上で会費完納者であること」

に値するため、１名を推薦するとの説明がなされた。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。 

   ② 表彰式の開催について 

     通常総会後ではなく、総会開始前に挙行する旨の説明がなされ、 

     ・総会運営が遅延した場合、受賞者に迷惑がかかる 

     ・表彰式に要する時間があらかじめ予想できる 

     ・前年度の表彰を総会後に挙行することに矛盾が発生する 

    一同に諮ったところ、全員一致で承認された。 

 

6-7）社会活動                        橋本利彦理事 

    ①パネルの追加について 

ＭＲ技術研究会からパネル５枚が追加されたため、パネルリストを追加する

との報告がなされた。 

 

6-8）厚生                       代理 小野木満照理事 

①チャリティボーリング大会について 

  日程の変更 ７月６日（土）→９月１日（日）午前に変更するとの報告がな

され、ホームページの更新を依頼された。 

 

７）分科会・研究会報告 

7-1）放射線管理士分科会                    石原匡彦理事 

① 県民からの医療被ばく相談への対応 
      日時：４月８日（月） 

      内容：放射線被ばくによる人体の影響について 

  依頼：岐阜県庁医療整備課 
② 電離箱サーベイメータ貸出し 

          申請日：５月１０日（金） 
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      施設名：城南病院 

      借用者名：秋田敏博 会員 

      貸出日：５月２９日（水）予定 

    以上について、報告がなされた。 

 

    会長から放射線関連の質問、相談に対する回答、データをホームページ上に掲載

していただきたいとの要望があり、承認された。 

 

7-2） 女性分科会                       吉川典子理事 

① 女性分科会平成２５年度活動予定 

第５回県民公開講座労務支援 

      日時：８月１８日（日）１３：３０～１６：３０ 

場所：ソフトピアジャパン１階セミナーホール 

担当：ミニ講座 

② 第６回女性分科会 

日時：１２月７日（土）１３：３０～１６：３０ 

場所：中濃地区にて検討中 

③ ＪＡＲＴ女性サミット運営委員会 

松野下様（南薩女性の集い代表）へ「女性診療放射線技師の小部屋」へ、

websiteへのリンク利用承認を連絡済 

     以上について、報告がなされた。 

 

7-3）医療情報研究会                     纐纈和人理事 

特になし 

 

7-4）Ｘ線ＣＴ研究会                     村井正浩理事 

①平成２５年度第1回世話人会及び演者打ち合わせについて 

       日 時：平成２５年４月１９日（金） １８：３０～  

場 所：技師会事務所 

参加人数：世話人１３名 

 内容：１）第４２回Ｘ線ＣＴ研究会の演者打ち合わせ 

    ２）シンポジウムの打ち合わせ  

    ３）理事会報告 

    ４）共同演者記載について 

    ５）６月からの世話人交代について 

    ６）発表資料をパワーポイント印刷ではなく、抄録形式で統一 

    ７）次回担当地区：東濃地区 

②平成２５年度第２回世話人会について  
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日 時：平成２５年５月１１日 １２：００～ 

場 所：村上記念病院 西館１階 講義室 

参加人数：世話人１２名 

内容：１）第４３回Ｘ線ＣＴ研究会について 

      日時：平成２５年１０月２６日（土）または１１月３０日（土） 

      担当：東濃地域 

      会場：土岐市立総合病院 

      ・一般演題 

      ・シンポジウム「ＡＩについて」 

      ・教育講演：ＧＥ社に依頼 

      ・特別講演：逐次近似の臨床応用 

   ２）次回世話人会について 

      日時：平成２５年１０月４日（金）または１０月２６日（金） 

      場所：技師会事務所にて 

③第４２回Ｘ線ＣＴ研究会について 

日時：平成２５年５月１１日（土） １４：００～ 

会場：村上記念病院 西館 1階 講義室 

担当：岐阜地域 

参加人数：１０３名（岐阜４３、西濃２２、中濃２２、東濃９、飛騨２、 

          県外２、賛助会員３） 

内容：１）学術情報 

   ２）一般演題 ５題 

   ３）シンポジウム「頭頸部領域」 

   ４）教育講演 

   ５）特別講演 

     以上について、報告がなされた。 

 

証明書、領収書等の公印の押印されてある書類は白黒印刷でも可かとの質問

に対し、カラー印刷で対応していただく、インク代は研究会費で購入しても

構わないとの回答があった。 

 

7-5）ＭＲ技術研究会                    萩野英俊理事 

① 第４９回ＭＲ技術研究会について 

        日時：平成２５年５月１８日（土）１４：００～ 

        場所：県立多治見病院 

詳細は別紙１（プログラム）参照と報告がなされた。 
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ＭＲ技術研究会が日本救急撮影技師認定機構よりポイント付与対象団体

に認定されたとの報告がなされた。 

補足として、岐阜県診療放射線技師会主催の研究会はすべて日本救急撮影

技師認定機構の認定を受けているとの説明がなされた（出席２ポイント、発

表２ポイント、共同演者１ポイント、講演５ポイント、シンポジスト４ポイ

ントが得られる）。出席証明書に記載、ホームページに明記、抄録には共同

演者の明記もお願いしたいとの依頼があった。 

 

基礎講習「ＭＲＩ検査」の開催要綱等についての質問があったが、次回Ｍ

ＲＩ研究会世話人会にて説明するとＪＡＲＴ教育担当理事から回答があっ

た。 

 

7-6）核医学談話会                      三木一孝理事 

① 第４２回核医学談話会について 

開催日：平成２５年８月３１日 

担当：中濃地域 

      以上の内容で開催予定であると報告がなされた。 

 

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

① 第３９回血管造影技術研究会について 

日 時：平成２５年９月７日（土） １４：００～１７：００ 

会 場：岐阜大学医学部附属病院 

プログラム（案）：・シリーズ勉強会「心電図」 

         ・講演「線量測定法の基礎」 

         ・会員発表 

② 第４５回血管造影技術研究会世話人会について 

日 時：平成２５年９月７日（土）  １７：１５～１８：４５ 

会 場：岐阜大学医学部附属病院 

     以上について報告された。 

 

7-8） 消化器画像研究会                   水野辰彦理事 

① 第３９回消化器画像研究会について 

日時：平成２５年６月２９日（土）１４:００～１７:００ 

場所：久美愛厚生病院 講堂  

内容：１）教育講演 

２）会員発表 

② 平成２５年度第１回消化器画像研究会世話人会について 
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日時：平成２５年６月２９日（土）１７：００～１８：３０ 

 場所：久美愛厚生病院 講堂 

     以上について報告がなされた。 

 

7-9）超音波研究会                      竹島賢治理事 

 ① 第３６回超音波研究会について 

       日時：平成２５年６月１５日（土） 

       会場：岐阜市民病院新棟４階 大会議室 

       内容：急性腹症について 

② 第５６回超音波研究会世話人会について 

日時：平成２５年６月１５日（土） 

場所：岐阜市民病院 

議題：１）理事会報告 

２）学術教育委員会報告 

３）研究会抄録集「あゆみ」について 

４）次回研究会の開催予定 

      以上の内容について、報告がなされた。 

③ 研究会抄録集「超音波研究会のあゆみ３刊」について 

       世話人全体で内容の確認後 PDF 化が終了し、専用のソフトウェアにて電子

版の抄録集を作成し確認が終了した。平成２５年度上半期には CDに書き出し

配布する予定であるとの報告がなされた。 

 

ホームページに開催予定が掲載されていないため、広報・電子情報担当理事

へ掲載の依頼があり、承認された。 

 

7-10）乳房画像研究会                     加藤統子理事 

特になし 

 

7-11）放射線治療技術研究会                  古川晋司理事 

① 第５４回放射線治療技術研究会について 

日時：平成２５年６月１日（土）１４：００～１８：００ 

場所：県立多治見病院 

      開催予定であると報告がなされた。 

 

８）地域報告 

8-1）岐阜地域                        萩野英俊理事 

① 第４３回岐阜地域画像研究会について 
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    日時：平成２５年４月２５日 

場所：岐北厚生病院 

参加人数：２６名 

② 岐阜地域役員会について 

 日時：平成２５年４月２５日 

 場所：岐北厚生病院 

 参加人数：９名（欠席５名） 

１）新役員紹介 ２名 

２）表彰 ・岐阜地域公衆衛生事業功労者表彰：１名を推薦 

・岐阜市公衆衛生事業功労者表彰 ：１名を推薦 

３）総会委員会委員選出依頼 

４）岐阜市健康まつり協力要請 

   日時：平成25年11月3日（日） 

場所：岐阜市文化センター 

５）第１７回学術大会シンポジスト報告（岐阜大学医学部病院） 

６）地区及び県功労表彰基準について 

７）会長代理での弔意について 

８）次回研究会の予定について 

９）今後の活動について 

      以上の内容について協議されたと報告がなされた。 

  ②報告事項 

       平成２５年５月２日 平成２５年度岐阜地域公衆衛生協議会会長表彰被

表彰候補者１名を推薦したと報告がなされた。 

③慶弔報告 

会員１名への弔意として、弔電と生花を手配したとの報告がなされた。 

 

8-2）西濃地域                        竹島賢治理事 

① 平成２４年度第４回西濃地域画像研究会ならびに地域報告会について 

日時：平成２５年３月２４日（日） 

会場：大垣市民病院 

参加人数：３３名（すべて会員） 

内容：１）教育講演 

２）特別講演 

３）表彰 ・大垣市医師会会長表彰１名 

・岐阜県診療放射線技師会会長表彰（地域功労）２名 

② 平成２５年度第１回西濃地域世話人会について 

日時：平成２５年４月１０日（水曜日） 
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場所：大垣市民病院 

内容：第1回西濃画像研究会について 

③ 平成２５年度第１回西濃画像研究会について 

 日時：平成２５年度６月６日（木） 

 場所：大垣市民病院 管理棟５階講堂 

 内容：１）新入会員紹介 

    ２）教育講演 

    ３）会員発表・シンポジウム 

以上の内容について報告がなされた。 

 

8-3）中濃地域                        古川晋司理事 

① 第３４０回中濃画像研究会 

日時：平成２５年３月１６日（土）１７：００～１８：００ 

場所：みの観光ホテル ２階 

参加人数：９名（すべて中濃地域会員） 

内容：メーカー講演 

② 第３４１回中濃画像研究会 

日時：平成２５年４月１７日（水）１９：００～２１：００ 

場所：関中央病院 ２階 会議室 

参加人数：２４名（会員１９名すべて中濃地域、非会員５名） 

内容：講演「ストレスその４」 

     以上について、開催したと報告がなされた。 

 

8-4）東濃地域                        水野辰彦理事 

① 第１回東濃地域理事会開催 

日時：平成２５年４月１１日（木）１８：００～１９：００ 

場所：国保坂下病院 ２階 職員休憩室 

参加人数：８名 

内容：１）平成24年度第6回理事会報告 

２）東濃地域活動の報告（上級救命救急講習会） 

３）平成２５年度東濃地域活動について 

４）その他 

      以上の内容で開催されたと報告がなされた。 

 

8-5） 飛騨地域                       纐纈和人理事 

① 平成２５年度第１回飛騨地域役員会について 

日時：平成２５年４月１６日（火）１８：２０～２０：３０ 
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会場：県立下呂温泉病院 本館４階会議室 

参加人数：飛騨地域会員７名 

協議事項：１）平成２５年度第１回飛騨地域勉強会について 

日時：平成２５年７月１３日（土）１５：００～ 

場所：県立下呂温泉病院 Ｂ棟 

内容：メーカー講演、会員発表 症例発表 

２）平成２５年度第２回飛騨地域勉強会について 

日時：平成２６年３月８日（土）１４：００～ 

場所：高山赤十字病院 大会議室 

内容：未定 

３）第１７回岐阜県診療放射線技師学術大会について 

発表者１名を選出 

４）高山市健康祭参加について 

協議中（９月） 

以上の内容で開催されたとの報告がなされた。 

 

９）事務局報告 

9-1）総務                          丹羽政美理事 

① 平成２５年３月２６日（火）岐阜医療科学大学 学位授与式出席について 

会長代理として出席したとの報告がなされた。 

② 日本救急撮影技師認定機構の認定について 

岐阜県診療放射線技師会主催の研究会はすべて日本救急撮影技師認定機

構の認定を受けているとの説明がなされた（出席２ポイント、発表２ポイ

ント、共同演者１ポイント、講演５ポイント、シンポジスト４ポイントが

得られる）。出席証明書に記載、ホームページに明記、抄録には共同演者

の明記もお願いしたいとの依頼があった。 

③ 退会届について 

 退会届の日時は月の末日を記載するよう依頼があった。 

④ 理事会報告の再送ならびに下駄箱使用方法について 

 経費削減のために理事会報告書の再送に注意するよう依頼があった。ま

た、事務所の下駄箱を使用する場合は決められた方法で使用するよう、注

意喚起された。 

 

審議事項 

① 総会資料（平成２４年度事業報告、平成２５年度事業計画案）の内容についての

説明がなされ、修正点等については３月１９日までに提出するよう要望があり、

全員一致をもって承認された。 
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9-2）庶務                          浅野宏文理事 

① 会員番号（岐阜県診療放射線技師会のみの会員）について 

番号の割り振り（別紙１）が提示され、説明がなされた。 

② 入会申込書（２名）、退会届（２名）について 

２名の入会届、２名の退会届を受領したと報告がなされた。（別紙２） 

③ 入会申込について 

 ホームページの更新依頼中であると報告がなされた。 

④ 届出事項変更届について 

 提出の必要性について説明がなされた。 

⑤ 提出書類について 

 ホームページ上でダウンロード可能とするとの報告がなされた。 

⑥ 第２９回日本診療放射線技師学術大会事前参加登録について 

大会本部から学術大会登録４６名、情報交換会登録７名の事前参加登録

の協力要請（別紙３）があったとの報告がなされた。また、事前登録方法、

期日についての説明がなされた。各地域で協力していただきたいとの要望

（岐阜１６、西濃９、中濃９、東濃９、飛騨３）があった。 

 

審議事項 

① 入会者、退会者について、一同に諮ったところ、全員一致で承認された。 

② 届出事項変更届提出の必要性について、一同に諮ったところ、全員一致で承認さ

れた。 

 

9-3）財務                          松野俊一理事 

① 平成２４年度県技師会費未納について 

 ３９名が未納（平成２５年４月３０日現在）であるとの報告がなされた。 

② 平成２４年度決算および財務監査について 

平成２５年３月３１日付けにて決算を実施し、平成２５年５月８日に岐阜

医療科学大学にて両監事による財務監査を受けたとの報告がなされた。ま

た、平成２４年度財務諸表についての詳細な説明がなされ、平成２４年度

の公益事業費率は５３．２％であったとの報告がなされた。 

③ 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（平成２５年６月１６日）終了後に支給するとの説明がなされた。 

 

審議事項 

① 平成２５年度予算案について 

     別添平成２５年度予算案を配布し、平成２５年度の収支予算案、公益事業費案
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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。 

 

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

① 平成２５年度ＪＡＲＴセミナー開催予定（中日本地域）について 

      ホームページに掲載したと報告がなされた。 

② 静脈注射（針刺しは除く）に関する講習会（第１回岐阜県開催）について 

    日時：平成２５年５月２６日（日）１０：００～１７：００ 
    場所：岐阜医療科学大学 
    内容：別添資料１、２ 
     定員５０名を満たしたため、開催可能であると報告がなされた。 

③ 平成２５年度フレッシャーズセミナー・夏季セミナーについて 
      日時：平成２５年７月２０日（土） 

      場所：シティホテル美濃加茂 

      詳細はセミナー担当理事から報告があると説明がなされた。 

 

11）その他 

     特になし 

 

以上 


