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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３回理事会会報

開催日時：平成２５年１０月５日（土）１９時００分～２１時１５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、橋本利彦、

野田孝浩、加藤統子、加藤秀記、吉川典子、三木一孝、萩野英俊、村井正浩、

石原匡彦、竹島賢治、古川晋司、水野辰彦、纐纈和人 各理事

井戸靖司、中西茂樹 監事

議事

１）平成２５年度第２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 夏季セミナー（フレッシャーズ）

日時：平成 25 年 7月 20 日 午後 1 時～ 場所：美濃加茂シティホテル

② 行政庁への提出した事業報告等の補正・修正が完了（平成 25 年 8 月 16日）

③ 第 17 回岐阜県診療放射線技師会学術大会並びに第５回県民公開講座の開催

日時：平成 25 年 8月 18 日 午前 9 時 20 分～

場所：ソフトピアジャバンセンター 10 階 大会議室

④ チャリティボウリング大会

日時：平成 25 年 9月 1 日 午前 10 時～ 場所：美濃加茂ボウル

⑤ チャリティゴルフコンペ

日時：平成 25 年 9月 16 日 午前 10 時～ 場所：岐阜稲口ゴルフクラブ

⑥ 岐阜医療科学大学創立 40 周年記念式典へ参加

日時：平成 25 年 9月 21 日 午前 10 時より

会場：岐阜グランドホテル

出席者：野田孝浩理事

    上記について報告がなされた。

Ⅱ）日本診療放射線技師会について

① 第 29 回日本診療放射線技師学術大会への参加

日時：平成 25 年 9月 20 日～22 日

場所：島根県民会館、サンラポーむらくも

参加者：1,500 名

② 第２回全国会長会議開催

日時：平成 25 年 9月 21 日（土）18:20～ 場所：島根県民会館３階大会議室

出席者：安田

①原子力災害による放射線被ばく防止に関する包括的相互協力協定
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島根県、日放技、島根県診療放射線技師会の三者で結んだ。

②チーム医療推進方策検討ワーキング

検診車における医師立会いの見直し

卒後臨床研修制度の確立

下部消化管検査に関する業務に関する要望書の提出。

③入会促進 会員数は 28,125名（厚労省の調べ約 55,000 名）

議 事：

①事務局長：カード送付に関して、本人に届かない事例に対する謝罪。

②基礎講習は受講者数が 20 名以下の場合・・・開催中止

③65 歳以上の会員の退会を留めることに関して会費の終身免除を活用する。

④第 4 回役職員ワークショップ（CD 配布）

⑤第 30 回学術大会→大分県別府市 平成 26 年 9 月 19 日～21 日

⑥第 31回学術大会ﾚﾝﾄｹﾞﾝ発見 120年記念大会→京都府 平成 27年 11月 21日

～23 日

⑦参議院選挙の総括

⑧その他

③ 静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会開催予定

日時：平成 25 年 11月 24 日 午前 9時 30 分より

会場：羽島市民病院

   上記について報告がなされた。チーム医療推進方策検討ワーキンググループの活動

①静脈注射、②注腸、③検診車の医師立会い、これらについては、

技師法改訂の必要性が指摘され、機器の保守管理、疑義解釈と併せて法改訂の雛

形を作成、日本診療放射線技師会ホームページ上にて公的意見を求めている段階

であるとの報告がなされた（井戸監事）。

また、検診車の医師立会いに関して進捗状況ならびに技師会としての対応について

質問があった（吉川理事）。本件については、医師会からの意見も考慮するが、技

師会としては安全性の観点から医師立会いの必要性はないという方向でまとめ、厚

生労働省へ要望書を提出する、と返答された（井戸監事）。

Ⅲ）中日本地域について

① 公益社団法人 静岡県放射線技師会 設立 65 周年記念式典並びに講演会（別

紙１）

日時：平成 25 年 10 月 12 日（土）14:00～

会場：ホテルアソシア静岡 ３階 駿府

出席予定者：安田

② 第 6 回中部放射線医療技術学術大会の開催（第 22 回中日本地域放射線技師学

術大会／第 48 回日本放射線技術学会中部部会学術大会）

テーマ：「放射線技術の伝承と探究」
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会期：平成 25 年 11 月 9 日(土)～平成 25 年 11 月 10 日(日)

会場：石川県地場産業振興センター

      会長会議：平成 25 年 11 月 9 日(土) 12 時～

出席予定者：増田豊副会長、丹羽政美総務担当理事

    ③都道府県対抗親睦野球大会の開催

日時：平成 25 年 10 月 20 日（日）9:00～

会場：中日本自動車短期大学 グランド

     参加県：愛知、三重。滋賀、岐阜

上記について、報告がなされた。

審議事項

    ①諸規定の改訂について修正箇所等の詳細な説明がなされ、一同に諮ったところ

全会一致で承認された。

３－１）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

日時：平成２５年８月１８日（日）１３:００～１６：３０

場所：ソフトピアジャパンセンター１階 セミナーホール

参加人数：９３名

収支報告

上記について報告がなされた。広報の仕方の再考、２か月前までのリーフレット

配布の必要性等の反省点があげられたことの説明があった。また、県民１０名か

ら個別に案内配布の希望があったため、配送する予定であるとの報告がなされた。

   ②会誌（通号１１６号）について

    ８月２６日発行。資格喪失者が多いため（３０名）、解消策の検討が必要である

と報告された。

審議事項

①第６回県民公開講座について

平成２６年２月１１日 岐阜県図書館１階 多目的ホール

  実行委員 血管造影、ＣＴ、消化器、管理士

  予算２３万円

  開催にあたっての注意点、プログラム、講師についての報告がなされた。また、

広報の仕方については看護協会、消防署に講演依頼、私立高校への案内、新聞

社、方向関係者へ取材依頼をする等説明がなされ、上記について、一同に諮っ

たところ全会一致で承認された。

②平成２６年度以降の公開講座について

  県民の入場者数が少ないことを受け、本会事業（６月の通常総会、２月のレン
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トゲン祭）と併催したいとの説明がなされ、一同に諮ったところ全会一致で承

認された。

  ③広報委員会規程案について

     上記について作成、内容について検討してほしい旨の説明がなされた。修正点

等は１０月１４日迄に報告することで一同一致された。

３－２）副会長報告                       増田 豊理事

①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

平成２５年７月２０日（土）、シティホテル美濃加茂にて開催

②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

③都道府県対抗親睦野球大会について

  平成２５年１０月２０日、中日本自動車短期大学グランド

参加県：愛知県、三重県、滋賀県、岐阜県

大会要綱、収支予算についての説明がなされた。

④Ｘ線撮影技術研究会（仮名）について

     １）岐阜県一般撮影を知る会役員会

        平成２５年８月３０日に開催

     ２）研究会（第６回Ｘ線撮影技術読影研究会：岐阜県一般撮影を知る会主催）

        平成２５年１１月３０日に開催予定

        テーマ：手関節

   上記についての報告がなされた。

  審議事項

①都道府県対抗親睦野球大会の予算について説明がなされ、全会一致で承認され

た。

  第６回Ｘ線撮影技術読影研究会にて選出された座長について会費未納入であること

が指摘され、支払ない場合は座長を認めない方向で進めることが全会一致で承認さ

れた。

４）事務局報告

4-1）総務                          丹羽政美理事

① 島根学術大会に岐阜池田地酒（３１２５円）寄贈

② 祝電について

岐阜医療科学大学４０周年祝賀会、静岡診療放射線技師会祝賀会

③ チャリティゴルフ報告：募金１９１９２円

④ 疑義照会の調査について
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協力施設一覧表を JART 安全対策委員長に提出

⑤ ＣＴ専門技師認定申請について

⑥ 診療放射線技師のことがわかる本を各地域に配布

⑦ 事務員不在時の対応として、留守電設定、ホームページの案内を変更

    上記について、報告がなされた。

審議事項

① 事務員の増員について

毎日１３時～１６時で問い合わせ等に対応したい旨の説明があった。事務員の

増員について一同に諮ったところ、全会一致で承認され、ハローワークに募集

をかけることが決定した。

   ② 事務所はと対策について

    業者によるベランダ清掃の見積もりについて、ならびに電子媒体による承認を

得たいとの説明があり、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（９名）を受領

岐阜県診療放射線技師会入会申し込み待ちが４名

② 公益法人事業報告書を８月１日（金）再提出

上記について、説明がなされた。

審議事項

① 入会者について、一同に諮ったところ全員一致で承認された。

4-3）財務                          松野俊一理事

① 平成２５年度県技師会費について

９月３０日現在で会員４３８名（３０６６０００円）、賛助会員２６社（７

８００００円）の納入

② 平成２５年度技師会会誌１１６号広告料納入状況

３０社から合計３３８０００円の入金

③ 中間期末残高について

平成２５年９月３０日付で十六銀行、ゆうちょ銀行の残高証明書を取得

④ 平成２５年度岐阜県公衆衛生協議会会費：平成２５年９月４日支払

⑤ 会誌１１６号：５３３８２０円支出

⑥ 支払承認簿の記入方法について

上記について、報告された。
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審議事項

① 都道府県対抗野球大会に５００００円、チャリティソフトボール大会に７０００

０円を支出することについて一同に諮ったところ承認された。

② 技師会事務所賠償責任保険代として１５０００円支出することについて一同に

諮ったところ、承認された。

③ 技師会費滞納者について、説明がなされた。また、事務局が滞納者へ連絡をとり

ながらやっていき、研究会等においても周知させていただくよう依頼があった。

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 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

参加人数６２名、フレッシャーズ２０名

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。参加申込者数が５０名（定員）

に達した

    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、案内を郵送、ホームページへ掲

載する。

    ⑤ 平成２６年基礎技術講習

     「消化管撮影」

    ⑥ 中日本地域教育委員会

     ＣＣＲＴに併せて開催される

    上記についての説明がなされた。

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

       参加人数：１７７名

（会員：１５６名，賛助会員：１７名、他県：２名、非会員：２名）

会員内訳（岐阜４５名、西濃５２名、中濃３０名、東濃１８名、飛騨地域

１１名）

学術大会開催したとの報告がなされた。

6-2）レントゲン祭                       吉川典子理事
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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：救命救急

上記の通りレントゲン祭を企画しており、救急救命の内容で講師は確認中

であると報告がなされた。

6-3）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

         参加人数：セミナー参加者（会員４９、非会員９、賛助会員２）

              フレッシャーズは２０名

        上記のごとく開催されたと報告がなされた。

    ②平成２５年度冬季セミナー

      日時：平成２６年１月１１日（土）１４：００～

      場所：ホテルロワジール大垣

      講師：現在交渉中

     講師２名には講演の了承を得たと報告がなされた。

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９月２８日 １７：００～２０：００

    場 所：岐阜県診療放射線技師会事務所

    出席者：６名（欠席２名）

    議 題：

Ⅰ．会長より

１）島根学術大会 会長会議報告

  ・技師の業務拡大、入会促進、選挙総括等

  ・次回大会 別府 次々回 京都

Ⅱ．増田副会長より

        １）平成２５年度夏季セミナー（フレッシャーズ JART）報告

           参加人数：６７名学術大会進捗について

       ２）第１７回岐阜県診療放射線技師学術大会報告
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           参加人数：１７７名

        ３）軟式野球大会について

           参加チーム ： 愛知県 三重県 滋賀県 岐阜県

           日時 ： 平成２５年１０月２０日（日）

           球場 ： 中日本自動車短期大学グランド

        ４）Ｘ線撮影技術研究会（仮名）役員会報告書

          ・(公社)診療放射線技師会との関わり方について

県技師会の後援のもと従前通りの会として運営する

          ・女性や若手の役員への勧誘

          ・研究会（第６回Ｘ線撮影技術読影研究会：岐阜県一般撮影を知る

会主催）

   ・学術教育委員会報告

          ・冬期セミナー講師について

Ⅲ．小野木副会長より

１）公開講座について

  ・第５回岐阜県診療放射線技師会公開講座報告

  ・第６回岐阜県診療放射線技師会公開講座開催案

２）表彰について

       ３）規程について

Ⅳ．松野財務より

        １）会費滞納者について

２）内閣府公益社団法人行政担当室からの調査依頼について

Ⅴ．浅野庶務より

１）公益社団法人事業報告等再提出について

２）ＪＡＲＴ事業について

静脈注射講習会（針刺しを除く）に関する講習会について

基礎講習「ＭＲＩ」について

平成２６年度の講習内容について

Ⅵ．総務より

１）島根学術大会 揖斐池田の地酒に寄贈

２）祝電について

  ・岐阜医療科学大学 40 周年祝賀会

  ・静岡診療放射線技師会祝賀会

３）チャリティゴルフ報告

４）疑義照会の調査について

   ９月１１日（水）協力施設一覧表を 村上康則医療安全対策委

員長に届けた。
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５）ＣＴ研究会ＣＴ専門技師認定申請

６）事務局不在時について

７）診療放射線技師のことがわかる本配布について

    Ⅶ．橋本理事より

          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。

7-2）地域委員会                        橋本利彦理事

    ①第１回地域委員会

      平成２５年１０月１１日 １９時より技師会事務所にて

      協議内容：・今後の地域活動計画について

           ・地域会計について

           ・地域委員会規程について

    開催予定であるとの報告がなされた。

7-3）学術教育委員会                      増田 豊理事

    ①第１回学術教育委員会について

     日時：平成２５年９月２５日１９：００～

     場所：技師会事務所

     内容：

     １）平成２６年度学術教育事業計画

       Ⅰ．岐阜県診療放射線技師学術大会

         ・開催方法については前回までと同様。

・公開講座と併催した場合、会員の公開講座への導入はしないことを

前提とする。

Ⅱ．レントゲン祭ならびに講演会

         ・講演は１演題とする

        Ⅲ．夏季、冬季セミナー

         ・例年通りに進める

        Ⅳ．講師謝礼について

         ・上限３万円（従来通り）

        Ⅴ．学術大会の組み合わせ

         ・先５年の組み合わせ（研究会等）を提示

      ２）学術大会での発表の取扱いについて

        Ⅰ．座長集約の提出

         ・テーマのある会員発表

         ・シンポジウム
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         上記に関して座長集約を提出する

        Ⅱ．優秀演題

         座長推薦により決定。短報については不要

         冬季セミナーにて表彰。座長推薦者から委員会が選出する。

    上記について報告がなされた。

   審議事項

   ①平成２６年度学術教育事業計画について報告がなされた。この件について、一同

に諮ったところ全会一致で承認された。学術大会組み合わせ案に女性分科会が入

っていないが、地域開催の女性サミット等への参加の必要性があるとのことで承

認された。平成２７年度以降の開催地域、担当研究会の組み合わせについては１

０月中に決定することで承認された。

   ②学術大会での発表の取扱いについて、座長推薦を受けた発表者の論文形式による

提出の必要はないのではないかとの意見があった。本件について、短報を提出す

る趣旨は岐阜県診療放射線技師会雑誌の充実を図るためであると返答され（安田

理事）、短報提出をなしとするならばそれに代わる案を挙げていただきたいと意

見された。次回理事会までの継続審議として承認された

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

・第 3 回編集会議

  開催日時：平成 25 年 8 月 9 日 18:30～22:30

  開催場所：東海中央病院 放射線科 面談室

  参加人数：6 名 （小野木、渡辺、西脇、大澤、加藤、大橋（西濃印刷））

  内容  ：編集会議及び校正

  会議内容：発行日 ：平成 25 年 8 月 26 日（月）    

       発行部数：820 部

       発送  ：ホープ産業に依頼。各地域担当者に配送。

・平成 25 年 8 月 26 日発行

     上記について説明がなされた。

   

   審議事項

    岐阜県診療放射線技師会誌第 81 巻通号 117 号に掲載する平成 25 年 4 月から平成

25 年 9 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 10 月中に Word

形式で提出していただくようにとの説明がなされ、承認された。

7-5）広報委員会（電子情報・イベント管理）           野田孝浩理事
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①本会ホームページの更新

2013.07.09 技師会についてのページを更新

2013.07.18 会報に第 64 回通常総会議事録を追加

2013.07.22 第 6 回中部放射線医療技術学術大会（CCRT）のお知らせを追加

2013.07.22 第 17 回岐阜県診療放射線技師会学術大会のお知らせを追加

2013.07.26 第 5 回県民公開講座のお知らせと開催日を追加

2013.07.29 平成 25 年度フレッシャーズセミナー・夏季セミナー報告を追加

2013.08.10 都道府県対抗親睦野球大会開催のお知らせと開催日を追加

2013.08.13 静脈注射（針刺しを除く）に関する講習会のお知らせを追加

2013.08.22 第 27 回乳房画像研究会の開催日を追加

2013.08.30 第 5 回県民公開講座の報告を追加

2013.09.04 第 55 回放射線治療技術研究会の開催日を追加

2013.09.07 第 43 回核医学談話会の開催日を追加

2013.09.19 市民の健康広場（大垣市）の開催日を追加

②地域・研究会・分科会のページ更新

    2013.07.14 岐阜県超音波研究会のページを更新

2013.07.14 東濃地域のページを更新

2013.07.14 中濃地域のページを更新

2013.08.09 核医学談話会のページを更新

2013.08.27 東濃地域のページを更新

2013.09.04 中濃地域のページを更新

2013.09.04 血管造影技術研究会のページを更新

2013.09.09 核医学談話会のページを更新

2013.09.21 東濃地域のページを更新

③生涯教育のカウント申請（2013.09.25 現在）

第 17 回岐阜県診療放射線技師学術大会             開 催 日  2013.08.18

第 345 回中濃画像研究会                        開 催 日  2013.08.23

第 42 回核医学談話会                            開 催 日  2013.08.31

第 39 回血管造影技術研究会                       開 催 日  2013.09.07

第 346 回中濃画像研究会                    開 催 日  2013.09.11

第 347 回中濃画像研究会                   開催予定日 2013.10.25

第 29 回岐阜県病院協会医学会                  開催予定日 2013.10.27

④社会活動イベント実績

第 39 回健康を守る市民の集い（東濃地域土岐地区）     開催予定日 2013.10.20

   以上についての報告がなされた。

  審議事項
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   ①電子情報管理担当（案）について報告がなされ、一同に諮ったところ全会一致で

承認された。

   ②技師会ホームページにてリンク先が誤っている箇所があるとの指摘があり、修正

するとの返答を得た。

7-6）表彰委員会                     小野木満照理事

    ①表彰について

     日放技永年３０年および５０年被表彰者の推薦について、今月末をめどに推薦

書類を整えていく。また、名誉会員１名を地域功労賞に推薦するとの報告がな

された。

審議事項

①日放技地域功労表彰の推薦について

歴代会長を毎年１名推薦していく旨の説明がなされた。委員会会議にて候補者を

立て、理事会に諮るとの説明があり、全会一致にて承認された。

②表彰委員会規程について

表彰委員会規程案を作成した旨の報告がなされた。旧法人の表彰規程案に足らな

いものは別に規程案を作成するとの説明がなされ、全会一致で承認された。

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

   ①パネル貸出について

     平成２５年度 社会活動参画 パネル貸し出し依頼

・東濃地域 事業名：第 19 回やさか福祉健康まつり

     ・飛騨地域 事業名：高山市民健康まつり

・西濃地域 事業名：大垣市 市民健康広場

・中濃地域 事業名：関市民健康福祉大会

・東濃地域 事業名：土岐健康祭

・岐阜地域 事業名：岐阜市健康まつり

・東濃地域 事業名：多治見市健康祭

    上記についての報告がなされた。

7-8）厚生                      代理 小野木満照理事

① チャリティボウリング大会

平成２５年９月１日 ＯＳボウル

参加者７９名

義援金２８２５４円、残金８４７円は会計に返還

② チャリティゴルフ大会  
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平成２５年９月１１日

③ 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

以上について報告がなされた。

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

    特になし

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

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：ぎふ綜合健診センター

内容：乳腺ＭＲ画像について講演２題で調整中

    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第第２０回医療情報研究会開催（第１７回岐阜県診療放射線技師学術大会時）

日時：平成２５年８月１８（日） 14：15～16：30

場所：ソフトピアジャパンセンター 10 階 大会議室

内容：医療情報システムについて回岐阜県診療放射線技師学術大会

②第２１回医療情報研究会

日時：平成２６年３月 1 日（土）

場所：未定

内容：未定

上記についての説明がなされた。

8-4）Ｘ線ＣＴ研究会                    村井正浩理事

①平成２５年度第３回世話人会開催予定

平成２５年１０月４日 １８：３０～ 技師会事務所

世話人１３名

内容：第４３回Ｘ線ＣＴ研究会の演者打ち合わせ
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    シンポジウムの打ち合わせ

②平成２５年度第４回世話人会開催予定

平成２５年１０月２６日 １２：００～ 土岐市立総合病院

内容：第４４回Ｘ線ＣＴ研究会について

    次回世話人会について

③第４３回Ｘ線ＣＴ研究会

日時：平成２５年１０月２６日（土）１４：００～

場所：土岐市立総合病院 核医学棟 会議室

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第 17 回岐阜県診療放射線技師学術大会運営支援実施

開催日：平成２５年８月１８日

     ②第 50 回ＭＲ技術研究会

日時：平成 25 年 12 月 14 日（土）14:00～

場所：岐阜大学医学部記念会館

内容：特別講演：岐阜大学 放射線科 兼松雅之先生

     上記について報告がなされ、研究会への参加促進の依頼があった。

8-6）核医学談話会                     三木一孝理事

①第４２回核医学談話会

日時：平成２５年８月３１日（土）

担当地域：中濃地域

参加人数：３９名

（岐阜１１、西濃６、中濃８、東濃５、飛騨５、非会員４名）

②第４３回核医学談話会

  日時：平成２６年３月１日（土）

  場所：土岐市立総合病院

  担当地域：東濃地域

上記についての報告がなされた。

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

参加人数：３６名（会員：３２名，非会員：４名）

    （岐阜１０、西濃７、中濃３、東濃８、飛騨地域４）
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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

参加者：世話人１１名

内容：・理事会報告

   ・第４０回血管造影技術研究会について

   ・その他

       上記についての報告がなされた。

8-8）消化器画像研究会                  水野辰彦理事

① 平成２５・２６年度岐阜県生活習慣病検診等管理指導協議会について

胃がん部会委員を変更した

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研究会抄録集「超音波研究会のあゆみ３刊」について

  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終了した。

     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

内容：・ランチョンセミナー

   ・症例検討会

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）

参加者：世話人１１名

内容：・研究会

   ・第２７回乳房画像研究会について

   ・今後の研究会について

③第２７回岐阜県乳房画像研究会について

   開催日：平成２６年３月１５日（土）

   開催場所：東海中央病院 大会議室

   内容：１講演、症例検討会

     上記内容について説明がなされた。
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8-11）放射線治療技術研究会                 古川晋司理事

     特になし

９）地域報告

9-1）岐阜地域                        萩野英俊理事

     ①岐阜地域役員会実施

開催日：平成２５年９月１２日（木曜日）

場 所：岐阜県診療放射線技師会事務所

参加者：１０名（欠席３名）

内 容：１）東地区新役員紹介

２）健康まつり準備

開催日：平成２５年１１月３日（日曜日）

場 所：岐阜市文化センター

催事内容の確認等

３画像研究会について

担当地区：西地区、羽島・本巣地区

１０月３１日 岐阜市民病院 １８:３０～２０:３０

④理事会方報告等

    ②表彰

岐阜地域公衆衛生事業功労者表彰 会員１名

⑦慶弔報告

   弔事 平成２５年８月６日 １名

平成２５年９月２６日 １名

弔意を手配

     上記についての報告がなされた。

9-2）西濃地域                        竹島賢治理事

①第 17 回岐阜県診療放射線技師学術大会

平成 25 年 8月 18 日 ソフトピアジャパン

収支報告

②平成 25 年度第 2 回西濃地域世話人会 開催

日時：平成 25 年 9月 12 日（木曜日）

場所：大垣市民病院

内容：第 2回西濃画像研究会について

    第 18 回市民の健康広場について

③平成 25 年度 第 2回西濃画像研究会 開催予定
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日時：平成 25 年 11 月 14 日 （木曜日）

場所：西美濃厚生病院健康センター3F 講義室

内容：・特別講演

    ・会員発表

④第 18 回「市民の健康広場」にブース出展について

平成 25 年 10 月 20 日

前日の準備および当日スタッフとして西濃地域から参加

     ⑤慶弔報告

   慶事 平成２５年９月１５日 １名

弔事 平成２５年９月６日  １名

それぞれ慶意、弔意を手配

     上記についての報告がなされた。

9-3）中濃地域                        古川晋司理事

     ①第 345 回中濃画像研究会

日時：平成 25 年 8月 23 日（金）19 時～21 時

場所：郡上市民病院 6 階会議室

内容：超音波

参加人数：25 名（会員 20 名 すべて中濃地域会員 20 名 非会員 5 名）

     ②第 346 回中濃画像研究会

日時：平成 25 年 9月 11 日（木）19 時～20 時

場所：岐阜社会保険病院  大会議室

内容：MRI

参加人数：37 名（会員 33 名 すべて中濃地域 非会員 4 名）

     ③慶弔報告

       慶事 平成２５年９月２９日 １名

       慶意を手配

     上記について、報告がなされた。

9-4）東濃地域                        水野辰彦理事

①第３回東濃地域理事会開催 予定

日時：平成 25 年 10月 10 日（木） 18:00～19:00

場所：中津川市民病院 技師室   

内容：１）平成 25 年度 第 2回理事会報告

２）25 年度 東濃地域学術講演会について

３）今後の地域活動について

②社会活動事業 予定
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事業名：第 39 回健康を守る市民の集い 放射線コーナー

開催日：平成 25 年 10 月 20日（日）9 時 30分～15 時 00 分

開催場所：セラトピア土岐

     上記について報告がなされた。

9-5）飛騨地域                     纐纈和人理事

①第２４回市民健康まつり

日時：平成 25 年９月２２日（日）10：00～14：30

場所：高山市役所・保健センター  参加者 飛騨地域会員８名

     線量測定 １６名

     超音波検査体験 １７名

②会員の異動について

  転出１名、転入１名

上記について報告がなされた。

  

10）その他

   ①公益社団法人の寄付金収入に関する実態調査について

     公益社団法人の寄付金収入について実態調査があり、本会の寄付金は 60 周年

事業での賛助会員からの８，００００円寄付を挙げ、実態調査報告しは完了

したと報告がなされた。（小野木理事）

     

     ②研究会等の手持ち現金について

      各研究会分科会座談会の手持ち現金について、岐阜県技師会本部の財産管理

としたい。財務管理の１本化は次年度事業計画・予算案を財務と直接連絡相

談できお金の動きに透明化でき、研究会等の事務的緩和が主旨であることの

説明がなされた。各々研究会等で意見をまとめることで継続審議となった。

（増田理事）

     ③ホームページビルダーについて

      ホームページビルダーの所在について各理事確認してくださいと報告され

た。（丹羽理事）

     ④平成２６年度予算案について

      平成２６年度予算案は次回理事会までに提出する。（松野理事）

      公開講座の供出金を捻出できない場合はどのような対応をすればよいか（吉

川理事）との意見に対し、財源があれば供出する。また、予算案作成につい

て不具合等あれば財務にあらかじめ相談していただく（松野理事）ことを説
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明された。（松野理事）

     ⑤次回理事会について

      次回理事会は平成２６年１月１１日（土）９：３０～ レールシティ大垣駅

前１階会議室にて開催するとの報告がなされた。（浅野理事）

以上


