公益社団法人岐阜県診療放射線技師会 平成２５年度第２回理事会

会報

開催日時：平成２５年７月２０日（土）９時３０分〜１２時１５分
開催場所：シティホテル美濃加茂３階 「楓」
議事
１）平成２５年度第１回理事会議事録の確認・・・・全会一致で承認
第６４回総会議事録の確認・・・前回一致で承認
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５月２６日

会

場：岐阜医療科学大学

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 ＣＴテクノロジーフォーラム東海

第９回セミナーの

講演依頼があったとの報告がなされた。
③ 古屋圭司衆議院議員国務大臣就任を祝う会
平成２５年６月６日に出席したとの報告がなされた。
Ⅱ）日本診療放射線技師会について
① 全国会長会議開催
平成２５年５月３１日、東京事務所にて開催され、
１）検診車における医師の立会に関する件は３団体＋予防会で厚労省に要望
を提出する
２）第２９回島根学術大会は４００演題の登録があった。
３）畦元将吾を励ます会については自民党公認であり、２０万票獲得を目
標とする
４）入会促進に力を入れていく
５）その他、平成２５年度会費請求等に係る事務処理についてのお詫び
以上の議題について協議されたと報告された。
② 公益社団法人日本診療放射線技師会第７３回定期総会開催
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
平成２５年６月２２日

名古屋銀行協会５階大ホールにて開催され、会長、

両副会長が出席したと報告がなされた。
② ＣＣＲＴ
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平成２５年１１月９日、１０日に開催されるため、演題登録のお願いと岐
阜県技師会ホームページにリンクを貼ることの要望がなされ、承認され
た。
Ⅳ）その他
① 畦元将吾氏を国政に送り出すため、講演会や自民党県連と連携した活動を行
ったとの報告がなされた。
以上についての報告がなされた。
審議事項
①諮問委員会の委員編成について
岐阜県技師会退会に伴い１名減数で委員を編成するとの説明があり、一同に
諮ったところ、全会一致で承認された。
②諸規程の改定について

③議事録の会報について
前回総会の会員からの意見を受けて、会員が議事録を閲覧できるようにした
いとの要望があった。地域理事、各研究会担当理事を通じて要望があれば対
応する。その旨をホームページに掲載するとの意見があり、次回理事会まで
の継続審議となった。
３−１）副会長報告

小野木満照理事

①聴覚障害者セミナー
平成２５年６月９日、関市わかくさプラザ中央公民館において「放射能の影響
と食の安全」との内容で副会長が手話を通しての講演をした。参加人数は２０
名であったとの報告がなされた。
②第５回県民公開講座について
平成２５年８月１８日（日）ソフトピアジャパンセンター１階セミナーホール
にて開催。定員２００名で実行委員はＭＲ、核談話、超音波、放射線治療、女
性の各研究会、分科会からそれぞれ３名と副会長、広報（電子申請）担当理事
が担うとの報告がなされた。
③会員資格喪失解除に伴う会誌（第１１５号）の配布について
６月末現在の会費送金者が把握できていないため、確認でき次第、対応すると
の報告がなされた。
④日放技第７３回定期総会について
平成２５年６月１日、日経ホールにて代議員である会長、両副会長、総務理事
が出席した。
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審議事項
①第５回、第６回県民公開講座の開催について
第５回の内容は上記参照
第６回を平成２６年２月１１日岐阜県図書館多目的ホールにて「救急医療」を
テーマとして開催したい旨の説明があり、一同に諮ったところ全会一致で承認
された。
②会誌を２回発行することについて
第８０巻（通号第１１６号）を８月に、第８１巻（通号第１１７号）を２月に
発行予定であるとの説明がなされ、予定通り発行して良いかと一同に諮ったと
ころ、全会一致で承認された。
３−２）副会長報告

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
平成２５年８月１８日（日）、ソフトピア ジャパン１０階大会議室にて開催
地域は西濃地域、大会長を西濃地域理事とし、学術担当理事参画研究会である
医療情報研究会、乳房画像研究会で運営する。抄録集原稿締切を７月１６日と
するとの報告がなされた。
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
７月２０日（土）、シティホテル美濃加茂で開催するとの報告がなされた。
③ 軟式野球大会について
平成２５年１０月２０日、中日本自動車短期大学グランドで開催する。参加県
は愛知県、三重県、滋賀県、岐阜県。大会要綱については担当者間で協議して
いるとの報告がなされた
④ Ｘ線撮影技術研究会（仮名）について
岐阜県技師会への参画方法については未だ検討中であるが、年１回以上の研究
会の開催、５地域開催の研究会への出前講演、その他世話人会を２回開催する
ことについて協議されている。
研究会（第６回Ｘ線撮影技術研究会、岐阜県一般撮影を知る会主催）で「手関
節」をテーマに開催するとの報告がなされた。
岐阜県技師会への参画については、協議を重ね、次回理事会に詳細を報告する
こととなった。
⑤ 総会運営委員会について
第１回委員会を１２月に開催し、次期通常総会にむけて準備を始めるとの報告
がなされた。
審議事項
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①第６回Ｘ線撮影技術研究会
上記研究会の後援要望について一同に諮ったところ、全員一致で承認された。
平成２６年度以降の研究会・分科会がどのような形で県民公開講座とかかわるかとの
問い合わせに対し、平成２６度以降は新しいものを取り入れ、予算も含め作り上げて
いきたいとの意向を会長から説明があった。運営方法を早期に決定する必要があると
の意見でまとまった。
４）事務局報告
4-1）総務

丹羽政美理事

① 古屋圭司大臣就任祝賀会について
平成２５年６月１６日、会長が出席したとの報告がなされた。
② 規程案について
未だ作成されていない規程について作成依頼と規程案の作成、事務所の
書類整理を行うとの説明がなされた。
審議事項
① 事務員の契約更新について
昇給（８００円→８５０円）の申し出と昇給による会計増減について説明がなさ
れた。財務理事、監事並びに一同に諮ったところ承認された。
4-2）庶務

浅野宏文理事

① 入会申込書、出産・育児に伴う会費免除の申請について
入会１４名、会費免除１名についてそれぞれ書類を受領したと報告がなさ
れた。
② 公益法人事業報告書について
６月２８日に提出したと報告がなされた。７月中旬に岐阜県庁から再提出
の依頼があったため、再提出するとの報告がなされた。
③ 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
７月１１日現在で岐阜県からの学術大会事前登録者数が１４名、情報交換
会事前登録者数が６名であることの報告がなされ、今後地域理事を中心
に事前登録を推進していただきたいと要望があった。
審議事項
① 入会者、会費免除申請者について、一同に諮ったところ、全員一致で承認された。
4-3）財務

松野俊一理事
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① 平成２５年度県技師会会費納入状況について
４月から６月までに１７９９０００円（２５７名）の納入があったと説明
があった。
② 賛助会員２５年度会費請求について
３００００円／社を３１社に請求書を発送し、９月３０日を納入期限とす
るとの報告があった。
③ 平成２５年度研究会費助成金（仮出し金）について
女性分科会２００００円、核医学談話会６００００円、その他は４０００
０円、合計４４００００円を仮出し金として支給するとの報告があった。ま
た、事業計画書の内容を加味し、金額を算出したとの説明があった。
④ 平成２５年度地域対策費（仮出し金）ならびに地域活動費について
地域対策費は各地域会員５００円／人として岐阜１２８５００円、西濃５
５５００円、中濃６５０００円、東濃５３０００円、飛騨２７５００円、合
計３２９５００円を仮出し金として支給。また、地域活動費は各地域５００
０円支給するとの報告があった。
⑤ 会計顧問料支給について
山田会計事務所の業務顧問契約料として３１００００円を毎月自動振替
としたとの説明があった。
⑥ 事務員の労働保険料について
７月１０日、国庫へ３７７９円を納入したと報告があった。
審議事項
① フレッシャーズ･夏季セミナー予算について
岐阜県診療放射線技師会から４００００円、日本診療放射線技師会共催金の６
５８００円をフレッシャーズ･夏季セミナーの予算とするとの説明の後、一同に
諮ったところ承認された。
② 第５回県民公開講座について
第５回県民公開講座運営費として１５００００円を支出する旨の説明があり、
一同に諮ったところ、承認された。
③ 第１７回学術大会について
第１７回学術大会運営費として３０００００円を支出する旨の説明があり、一
同に諮ったところ、承認された。
④ チャリティボウリング、ゴルフ大会について
チャリティボウリング大会運営費として１０００００円、ゴルフ大会に３００
００円を支出する旨の説明があり、一同に諮ったところ、承認された。
⑤ 周年事業積立について
記念式典のための積立金として３０００００円／年、記念誌発刊のための積立
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金として２０００００円／年、合計５０００００円／年を積み立てていくとの説
明があった。また、昨年度は積立をしていないため今年度２年分の積立金を計上
したいとの説明があった。現在、積立等の特別会計も公益事業として計上できる
旨も合わせて説明があり、本件について一同に諮ったところ、承認された。
５）ＪＡＲＴ教育事業報告

浅野宏文理事

① 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
平成２５年５月２６日（日）岐阜医療科学大学にて開催され、参加者は４６
名であったとの説明がなされた。
② 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
平成２５年７月２０日（土）シティホテル美濃加茂にて開催予定であるとの
説明がなされた。
③ 静脈注射（針刺しは除く）に関する講習会（第２回岐阜県開催）について
平成２５年１１月２４日（日）羽島市民病院にて開催予定であり、ＪＡＲＴ
本部に申請するとの報告がなされた。
④ 平成２５年度基礎技術講習「ＭＲＩ」について
平成２６年１月２６日（日）岐阜大学医学部、定員８０名でかいさいよてい
であり、講師７名を選出したとの報告がなされた。
６）学術事業報告
6-1）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
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）
② 第３回学術大会実行委員会
日時：平成２５年６月２６日（水）
場所：技師会事務所
大会プログラム、内容、会場確認、スタッフ分掌、タイムスケジュール等
学術大会開催にあたり詳細な報告がなされた。
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6-2）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
上記の通りレントゲン祭を企画しており、講師は未定であると報告がなさ
れた。
6-3）セミナー
①

三木一孝理事

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、タイムスケジュール、業務分掌についての説明がなされた。
７）委員会・担当報告
7-1）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７月１１日 １９：００〜２０：３０

場

所：岐阜県診療放射線技師会事務所

出席者：８名（欠席１名）
議

題：

Ⅰ．会長より
１）規程の統合性について見直しをする
また、総務委員会規程を基にして、まだ規程ができていない地域委員
会、広報委員会などの規程を第 3 回理事会前までに作成する。
２）次年度事業計画について
各研究会・委員会の今年度の活動報告および世話人編成メンバーを承
認したい
３）来年度に向けて本部と研究会および分科会の学術事業および会誌や
ＨＰ活動の広報事業の２本柱で、素案作りに取り組みたい。第 4 回理
事会までには企画して頂きたい。
Ⅱ．増田副会長より
１）学術大会進捗について
２）Ｘ線撮影技術研究会の参画について
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世話人の中で統一がされていないので次回理事会で報告。
Ⅲ．小野木副会長より
１）第５回県民公開講座について
２）県表彰について
今後一本化しなくてはいけない（窓口を表彰委員会で）
Ⅳ．松野財務より
１）賛助会員２５年度会費請求について
２）周年事業積立について
Ⅴ．浅野庶務より
１）フレッシャーズセミナーについて
理事会 9 時 30 分から
２）ＪＡＲＴ事業について
静脈注射講習会（針刺しを除く）１１月２４日 羽島市民
ＭＲ講習会

１月２６日 岐阜大学（80 名）

ＣＣＲＴ

１１月

３）公益提出書類について
４）島根学術大会について 現在登録 岐阜 9 名
Ⅵ．総務より
１）賛助会員入会申込書について
２）今年度理事会および総務委員会開催日時について
第２回理事会
予定

7 月 20 日

9 時 30 分

第３回理事会 １０月１２日 １４時００分
第４回理事会

１月１１日

９時３０分

第５回理事会

３月２２日

１４時００分

３）あぜもとしょうご参議院比例区候補について
大変厳しい状況である。技師会の推薦もあり２０日中に電話等で
呼びかけをお願い致します
Ⅶ．橋本理事より
特になし
Ⅷ．大塚理事より
１）チャリティーボウリング大会
９月１日 美濃加茂 OS ボウル
２）チャリティーゴルフ大会
９月１６日

稲口 CC

３）チャリティーソフトボール大会
１１月２３日

中日本自動車短大
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４）東海 4 県野球大会
１０月２３日

中日本自動車短大

Ⅸ．井戸委員より
特になし
上記内容について委員会が開催、協議されたと説明がなされた。
審議事項
理事会開催日について
第３回理事会

１０月１２日 １４時００分

第４回理事会

１月１１日

９時３０分

第５回理事会

３月２２日 １４時００分

以上の日程で開催したい旨の説明があり、全会一致で承認された。
7-2）地域委員会

橋本利彦理事

①各地域の社会活動への参画について
各地域で開催される健康祭等の社会活動へ積極的に参画していくとの報告が
なされた。また、昨年度実績に基づき、各地域で参画予定である事業につい
ても報告がなされた。
社会活動への参画についての報告は、記事や写真を掲載していただきたい。
また、年２回の地域委員会はテーマを持って開催し手頂きたいとの要望が会
長からあり、了承された。
7-3）学術教育委員会

増田

豊理事

①平成２５年度事業計画について
・第６４回総会資料学術研修の遂行
・平成２６年度学術事業（予算を含めた）
・委員会の開催６回
上記について、行っていく旨が説明され、平成２６年度学術事業については予
算を含めた計画骨子を第４回理事会までに固めたいとの意向が説明された。
審議事項
①学術教育委員の交代について
学術教育委員の交代について説明がなされ、承認された。
7-4）広報委員会（編集）

加藤統子理事

① 岐阜県診療放射線技師会誌第 80 巻通号 116 号について
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広告掲載依頼を３０社より受けた
② 岐阜県診療放射線技師会誌第８０巻通号１１６号について
第１回編集会議
開催日時：平成２５年７月４日
開催場所：東海中央病院
参加人数：7 名
内容

１８：３０〜２２：３０

放射線科

面談室

（小野木、渡辺、西脇、大澤、中島、加藤、大橋

：編集作業

③ 平成２５年度の予定
会誌第８０巻通号１１６号に関して
平成２５年７月下旬

第２回編集会議

８月上旬

第３回編集会議

８月中〜下旬

発行

会誌第８１巻通号１１７号に関して
平成２５年１０月

平成２６年

広告依頼を発送

１１月上旬

原稿入稿

１１月下旬

第１回編集会議

１２月

第２回編集会議

１月

第３回編集会議

２月上旬

発行

上記について説明がなされた。
7-5）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
2013.05.10 第 64 回通常総会の開催日を追加
2013.05.14 第 36 回超音波研究会の開催日を追加
2013.05.30 第 50 回 MR 技術研究会の開催日を追加
2013.05.30 会報に平成 25 年度第 1 回理事会を追加
2013.06.05 第 39 回消化器画像研究会の開催日を追加
2013.06.07 平成 25 年度フレッシャーズセミナー・夏季セミナー開催の
ご案内を追加。
2013.06.08 第 43 回 X 線 CT 研究会の開催日を追加。
2013.06.16 第 40 回血管造影研究会の開催日を追加。
2013.07.03 第 50 回 MR 技術研究会の開催日を変更。
②地域・研究会・分科会のページ更新
2013.05.10 放射線治療技術研究会のページを更新
2013.04.29 中濃地域のページを更新
2013.05.12 中濃地域のページを更新
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2013.05.12 超音波研究会のページを更新
2013.05.12 Ｘ線ＣＴ研究会のページを更新
2013.05.16 中濃地域のページを更新
2013.05.16 東濃地域のページを更新
2013.05.22 消化器画像研究会のページを更新
2013.05.31 中濃地域のページを更新
2013.06.06 Ｘ線ＣＴ研究会のページを更新
2013.06.14 西濃地域のページを更新
2013.06.16 中濃地域のページを更新
2013.06.16 血管造影技術研究会のページを更新
2013.06.19 東濃地域のページを更新
2013.06.26 中濃地域のページを更新
2013.07.02 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（2013.07.07 現在）
第 343 回中濃画像研究会

開 催 日

2013.06.13

平成 25 年度東濃地域勉強会

開 催 日

2013.06.13

第 39 回消化器画像研究会

開 催 日

2013.06.29

第 344 回中濃画像研究会

開 催 日

2013.07.10

平成 25 年度第１回飛騨地域勉強会

開 催 日

2013.07.13

平成 25 年度フレッシャーズセミナー・夏季セミナー

開催予定日 2013.07.20

以上についての報告がなされた。
7-6）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
岐阜県技師会から１名の推薦をしたが、受賞要件不足により差し戻されたこ
とについて説明がなされた。
審議事項
①平成２５年度表彰委員会委員の変更について説明があり、理事全員に諮ったとこ
ろ全会一致で承認された。
②岐阜県知事表彰、岐阜県公衆衛生協議会会長表彰、各地区公衆衛生協議会会長表
彰、日放技会長表彰、本会会長表彰等の申請手続きの進行について協議のうえ、
表彰委員長に一任とのことで承認された。
県表彰については、地域からの推薦者を技師会表彰委員会で検討し、理事会で諮
ったうえで岐阜県へ推薦すべきとの意見があり、一同に諮ったところ、承認され
た。ただし、各地域の表彰（各地域公衆衛生等）については各地域で進めていく
ことで了承された。
11

会長から表彰規程を早急に示していただきたいとの要望があり、担当理事は承認
した。
③表彰委員１名の交代について説明がなされ、承認された。
7-7）社会活動

橋本利彦理事

①パネル貸出について
依頼書にて運用するとの説明がなされた。
②パネルの更新追加について
更新されたものは新たにデジタル化（ＣＤ）し、各地域に配布するとの説明
があった。
審議事項
①パネル貸出依頼書について
依頼書による運用について一同に諮ったところ、承認された。
依頼書を県技師会ホームページからダウンロードできるシステムを構築してほしい要望に
対し、広報（電子情報）担当理事は了承した。
7-8）厚生

代理

① チャリティボウリング大会

小野木満照理事

平成２５年

９月１日ＯＳボウル

平成２５年

９月１６日岐阜稲口ＣＣ（後援）

小野木副会長が担当
② チャリティゴルフ大会
丹羽総務理事が担当
③ 東海３県・滋賀県野球大会

平成２５年１０月２０日中日本自動車短期大学

滋賀県の正式参加はまだ決まっていない。増田副会長が担当、大会ルール、
スポーツ保険等松下会員（岐阜赤十字病院）に一任
④ チャリティソフトボール大会平成２５年１１月２３日中日本自動車短期大学
小野木副会長が担当
協議の上、以上のごとく決定され、承認された。
８）分科会・研究会報告
8-1）放射線管理士分科会

石原匡彦理事

① 電離箱サーベイメータ(ICS-321)貸し出し
貸出先

：城南病院

借用代表者名：秋田 敏博 会員（会員番号：５５０４３）
目的

：漏洩放射線量測定

貸出期間

：平成２５年５月２９日〜６月５日

② 平成２５年度事業計画について
12

事業名
：第１２回放射線管理勉強会
開催予定日：平成２６年２月
会場
：未定
事業名
：第６回県民公開講座
開催予定日：平成２６年２月１１日
会場
：岐阜県立図書館
以上について、報告がなされた。
審議事項
電離箱サーベイメータ(ICS-321)校正について
電離箱サーベイメータ校正業務 １式 ６４，０００円
発注先

千代田テクノル

上記について説明がなされ、承認された。
定期的に貸出する場合は予算案で挙げていただく必要がある旨の説明があり、担当理事
は了承した。
電離箱貸出について、依頼施設が多数存在するならば貸出事業として計画しても良いと
の意見が会長からあり、担当理事が調査する方向で継続審議となった。
8-2）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
１）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
上記についての説明がなされた。
8-3）医療情報研究会

纐纈和人理事

①医療情報研究会平成２５年度活動予定
１）第１７回岐阜県診療放射線技師学術大会
日時：平成２５年８月１８（日） ９：２０〜１６：３０
場所：ソフトピアジャパンセンター

10 階

大会議室

２）第２１回医療情報研究会
日時：平成２６年３月 1 日（土）
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場所：未定
内容：未定
上記についての説明がなされた。
審議事項
平成２５年度事業計画を第１７回学術大会で第２０回診療放射線技師医療情報研究会
とし、平成２６年３月１日の開催予定の医療情報研究会を第２１回診療放射線技師医
療情報研究会とする事業計画変更について説明がなされ、全会一致で承認された。
8-4）Ｘ線ＣＴ研究会

村井正浩理事

Ｘ線ＣＴ研究会平成２５年度活動予定
①第４３回Ｘ線ＣＴ研究会 村上記念病院
②第４４回Ｘ線ＣＴ研究会 土岐市立総合病院
③世話人会

４回

以上についての説明がなされた。
8-5）ＭＲ技術研究会

萩野英俊理事

①平成２５年度事業計画
１）第４９回ＭＲ技術研究会 平成２５年

５月

２）第５０回ＭＲ技術研究会 平成２５年１２月
②世話人会実施（研究会と同日開催）
日時：平成２５年５月１８日（土）１３：００〜１４：００
場所：県立多治見病院
出席：１１名
内容：第４９回開催についてのタイムスケジュールを確認。
第５０回の予定確認
特別講演：岐阜大学 放射線科

兼松雅之先生の予定。

③第４９回ＭＲ技術研究会
日時：平成２５年５月１８日（土）１４：００〜１７：３０
場所：県立多治見病院
参加人数：１０３名

岐阜（２７）西濃（１０）中濃（１２）東濃（１
３）飛騨（６）非会員(１９)メーカー（１６）

④世話人会実施
日時：平成２５年６月１２日（水）１９：００〜２０：３０
場所：技師会事務所
出席：１０名（欠席１名）
内容：第５０回の確認
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場所：岐阜大学医学部記念会館
担当：司会、座長、講演者の決定
特別講演：岐阜大学 放射線科

兼松雅之先生

日程：平成２５年１２月１４日（土）１４：００〜
第１７回岐阜県診療放射線技師学術大会運営支援
「基礎講習ＭＲＩ検査」の各セッションの講師決定
以上について説明がなされた。
8-6）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
村上記念病院脳神経外科准教授に講演いただく予定であると報告された。
8-7）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：・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
③レントゲン祭並びに第６回県民公開講座
日時：平成２６年２月１１日（火）
会場：岐阜県立図書館
④第４０回血管造影技術研究会
日時：平成２６年３月８日(土) １４：３０〜１７：００
会場：長良川国際会議場
プログラム内容
４０回記念講演会として企画
特別講演：国立がん研究センター中央病院院長

荒井保明先生

⑤第４６回血管造影技術研究会世話人会
日時：平成２６年３月８日（土）１７：１５〜１８：４５
会場：長良川国際会議場
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8-8）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
参加人数：３９名

岐阜（４）西濃（５）中濃（４）東濃（２）
飛騨（１６）その他（８）

内容：１）情報提供
２）パネルディスカッション
３）会員発表
４）特別講演
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
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

出席者：９名
内容：１）理事会報告
２）研究会分科会運営規程について
３）次回の研究会開催について
４）その他
新しい旅費規定の運用について
参議院選挙の協力について
以上について報告がなされた。
8-9）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
参加人数：５３名

岐阜（２４）西濃（８）中濃（１２）東濃（６）
飛騨（３）

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
③研究会抄録集「超音波研究会のあゆみ３刊」について
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ＣＤ３５０枚完成し、第３６回超音波研究会参加者、世話人、執筆者に
配布。全国の技師会にも配布予定。
④平成２５年度事業計画
第３６回超音波研究会 岐阜市民病院

平成２５年６月１５日

第３７回超音波研究会 ソフトピアジャパン 平成２５年８月１８日
以上について報告がなされた。
8-10）乳房画像研究会

加藤統子理事

①第 26 回岐阜県乳房画像研究会開催について
開催日：平成２５年８月１８日（日）
開催場所：ソフトピアジャパンセンター
②乳房画像研究会世話人会開催について
開催日：平成２５年８月１８日（日）時間未定
③第２７回岐阜県乳房画像研究会について
開催日：平成２５年２月２２日（土）
開催場所：東海中央病院

大会議室

内容：「乳腺超音波について」
④乳房画像研究会世話人会の開催
開催日：平成２５年２月２２日
上記内容について説明がなされた。
8-11）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
参加人数：７１名

岐阜（１８）西濃（１）中濃（１１）東濃（１２）
飛騨（２）

②第 54 回放射線治療技術研究会世話人会
日時：平成２５年６月１日（土）１８：００〜１９：００
場所：県立多治見病院 3 階会議室
参加人数：10 名
内容：第５５回放射線治療技術研究会について
平成２５年１２月７日１４時〜１８時
中濃厚生病院
教育講演を林先生（岐阜大学医学部附属病院）に依頼
③平成２５年度事業計画
第５５回放射線治療技術研究会
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日時：平成２５年１２月７日１４時〜１８時
場所：中濃厚生病院
内容：教育講演
会員発表

岐阜大学

林先生

予定

２演題予定

特別講演
以上について報告がなされた。
９）地域報告
9-1）岐阜地域

萩野英俊理事

①平成２５年度事業計画
岐阜地域画像研究会

平成２５年４月、１０月

岐阜市健康まつりへの参画

平成２５年１１月３日

②健康まつり実行委員会
日時：平成２５年５月２３日
内容：健康まつり

開催日

平成２５年１１月３日

場所

岐阜市文化センター

③岐阜市公衆衛生協議会総会
日時：平成２５年５月３０日
④健康まつりワーキング会議
日時：平成２５年５月３０日
⑤健康まつりワーキング会議
日時：平成２５年７月４日
⑥表彰
岐阜地域公衆衛生事業功労者表彰：有馬泉会員
以上について報告がなされた。
⑦慶弔報告
慶事

平成２５年６月９日 １名

弔事 平成２５年５月２１日 １名
平成２５年５月２２日

１名

それぞれ慶意、弔意を手配したとの報告がなされた。
9-2）西濃地域
①平成２５年度

竹島賢治理事
第１回西濃画像研究会

日時：平成２５年６月６日（木曜日）
場所：大垣市民病院 管理棟５階

講堂

参加人数：５５名（会員５３名、非会員２名）
②表彰
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１）平成２５年度西濃地域公衆衛生協議会会長表彰
１名推薦
２）平成２５年度財団法人岐阜県教育文化財団理事長表彰
結核予防事業功労者

１名推薦

がん対策推進功労者

１名推薦

③第 3 回岐阜県診療放射線技師会学術大会・実行委員会

開催

日時：平成２５年６月２６日
場所：技師会事務所
内容：大会内容、会場、スタッフ分掌、タイムスケジュール等の確認
④平成２５年度事業計画
１）平成２５年度第１回西濃画像研究会
平成２５年６月６日

大垣市民病院

２）第１７回岐診放技学術大会参画
平成２５年８月１８日

ソフトピアジャパン

３）平成２５年度第１８回市民健康広場
平成２５年１０月２０日

大垣城ホール

４）平成２５年度第２回西濃画像研究会
平成２５年未定

西美濃厚生病院予定

５）平成２５年度第３回西濃画像研究会
平成２６年未定

大垣市民病院予定

9-3）中濃地域

古川晋司理事

①第３４２回中濃画像研究会
日時：平成２５年５月１５日（水）１９時〜２１時
場所：白鳥病院

介護支援センター３階

参加人数 21 名：（会員１７名すべて中濃地域会員

非会員４名）

内容：症例検討
②第３４３回中濃画像研究会（第２７回中濃東濃合同画像研究会）
日時：平成２５年６月１３日（木）１９時〜２１時
場所：土岐市立総合病院

核医学棟

３階

大会議室

参加人数：２４名（会員１９名すべて中濃地域

非会員５名）

内容：会員発表（中濃地域）
③第３４４回中濃画像研究会
日時：平成２５年７月１０日（水）１９時〜２１時
場所：東可児病院

６階会議室

参加人数４４名（会員３８名

岐阜（１）中濃（３７）、非会員６名）

内容：ＣＴ、メーカー講演
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④中濃公衆衛生功労表彰、可茂地区公衆衛生協議会会長表彰、それぞれ被表
彰候補者１名を推薦した。（７月１０日）
⑤平成２５年度事業計画
１）第３４５回中濃画像研究会
平成 25 年 8 月 23 日（金）17 時〜21 時 郡上市民病院
２）第 346 回中濃画像研究会
平成 25 年 9 月

岐阜社会保険病院

開催予定

内容未定

３）第 347 回中濃画像研究会
平成 25 年 10 月

白川病院 開催予定 内容未定

４）第 348 回中濃画像研究会
平成 25 年 11 月 太田病院 開催予定

内容未定

５）第 349 回中濃画像研究会
平成 25 年 12 月 美濃病院 開催予定

内容未定

６）第 350 回中濃画像研究会
平成 26 年 1 月

木沢記念病院 開催予定 内容未定

７）第 351 回中濃画像研究会
平成 26 年 2 月

中濃厚生病院 開催予定 内容未定

８）第 352 回中濃画像研究会
平成 26 年 3 月

郡上地区 開催予定

内容未定

９）関市民健康福祉フェスティバル
平成 25 年 10 月 関市文化会館 開催予定
審議事項
①研究会世話人交代について
超音波研究会、放射線治療技術研究会の世話人交代について説明がなされ、承認さ
れた。
9-4）東濃地域

水野辰彦理事

①第１９回やさか福祉健康まつり
開催日：平成２５年６月２日（日）１０時００分〜１４時００分
開催場所：中津川市坂下総合体育館
内容：骨密度測定、頚動脈エコー、医療相談内の放射線に関する話題への対
応
本会会員
骨密度
頚動脈エコー

６名
１３４名
１３８名
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②平成２５年度

東濃地域勉強会開催

日時：平成 25 年６月１３日（木）

19:00〜21:00

場所：土岐市立総合病院 核医学棟 3F 大会議室

４３名

出席

内容：会員発表
③第２回東濃地域理事会開催
日時：平成２５年７月１１日（木）
場所：多治見市民病院 ７階 講堂

18:00〜19:00
8名

出席

内容：１）平成２５年度第１回理事会報告
２）東濃地域活動の報告
３）今後の地域活動について
４）その他
④慶弔報告
9-5）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
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。
審議事項
①研究会、分科会の世話人交代について
女性分科会、乳房画像研究会の世話人について説明がなされ、承認された。
10）その他
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なし
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